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維持員へは

エスベラントの普及.硏究.實用

エスペラントに關する各種の硏究調査及具發表 
雜誌及圖書の刊仃及外國エス語说籍の取次 
講演會講習會の開催及後援
其他本會のH的を逹成するに必要な事業 

普通維持員年額2為4（錢（b） JF維持員年額:;口 
贊助維持員年額〇團 （d）特宦維持員却額IOBI以上
終身維持員一畤金100圓以上
La Revuo Orientaを無代配布する他當今取次洋書の割引等をなすこと 
あり
普通維持員き除く他の維持員はすべて 
普通會員（simpla membro）となる

［際エスペラント聯盟 IEL)の
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目
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NACIA GAZETO の使命

ーー學會發行の兩誌併合に當bてーー

K. Ossaka・

1887年十二月ザメンホフ博士が我がエスペラントの最初の小册子を發行して玆に滿五十年。 

新妻の父親の好意ある出資でこの小册子の自費出版だけは出來たもの、、何等の後爰も社會的 

地位もない.宣傳の資は愚か日々の生活すらも未だエて得なかった此の一靑年カ年世紀の後工 

スペラントが今日の如く歐米は勿論、極東の口本にさへ力强い運動が耀績されるであらうとは 

夢想だにもしなかった事Gあらう・さう考へれば國際語エスペラントの發逹はすばらしいもの 

と云へる。然し乍ら今日あるは各國の有識の士が漱身的努力を致した賜で.就中世の冷笑惡罵 

と鬪はねばならなかった最初の四半世紀に於ける惡戰苦鬪は感激に堪えぬ。とは云へエスベラ 

ントの現狀はなほなほ普及の過程を脫したとは云へない。此等先人の前半I比紀に方ける報ひら 

れざる刻苦に對して更に一層不撓不斷の努力を繼承することは來るべき半世紀に於ける吾人の 

義務であぢねばならぬ。只異るべきは個人的の努力が組織化されて來た機遷を承けて、將來吾 

人は益々吾が運動の組織化を徹底しゝ吾人の運動の合理化、努力の經濟化を圖らねぼならぬ點 

にある。 "

團結は力である。地方の孤立せるエスペランチストは先づ己の四周に働きかけてgrupiĝiせ 

ねばならぬ〇地方會(lokaj societoj)は各その國のlanda asdcioを支援し、各國のlandaj 

asociojは小異を捨てゝInternacia Esperanto-Ligoの傘下に集結してLigoをして全肚界に 

於ける鎭の運動中心となる樣守り立てねばならない。

今日エスペラント運動の最も原要なる心核は各國のlanda asocioである。その經您の健全 

なるか否かは實にその國のエスペラント運助の消長に關原しゝひいては肚界の運動にも影鄂を 

與へる。隣邦支那に於けるエスペラント運動が臾に發達せざるは一に大同團結が行はれず・健 

全なるlanda asocioを建設する努力が拂はれず、組織の經營良しきを得ざるためである。

何事もさうであるがエスペラント運動も世界に於ても、機塵洋勢に依て左右され・仏のされ 

skuiされ、浮沈あるは免かれない。一國の運動の統率者たるべきlanda asocioは波溥に押さ 

るゝ事なくゝ渦中に卷き込まる、耶なく・或は時流に棹さし、或は沈滯に船もやひして巧に梶 

を取って進まねばなちない。己の力を充分に知って流れを見、時をはからねばならない。

現下の狀勢は遺憾乍ら順風に帆する時相でない。凰際的不安、爲替關係の異狀等のため我國 

國際語產動がstaroに逢着してゐる事實とは本誌本年三月號會計報吿に於て見らる、如く大滅 

收となって.よく表現されてゐる。吾人は此のJF常時に際して一大为猛心を以て事業の繰短を 

行ひ、吾人の傳統たる運動中心機關の健實性を擁護せねばならないのであった。(前話會書記 

長岡本好次氏は殊にこの點を深憂され・苦慮せられた)エスペラント後援會を設けて宣傅普及
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の祐强策を講じたのも此の爲めである。去る8月23日學會役員會に於て人力經戏の合理化が議 

せられ、來年度に於て本會發行の兩雜誌を合并することを考慮することが決定せられた。まこ 

とに遺憾の極みてあるが.我國に於けるエスペラント運動の健全性の擁護上に心要にして、且 

つ時势に順應する方策として止むを得ざる所である。經费の上からのみならず岡本書証長退職 

による手不足の上からも學會日も榮務遂行上必要となった次第である。然し乍ら形の上では兩 

誌の一つを廢刊したのでなく、合體發行するもので、詢らくよりよき時勢を迎へるまでの經費 

人力の合理化として忍んで頂きたいのである。卽ち合體誌は『エスベラント』として店頭に出 

でゝ術匕宣傳の務を續け、La Revuo Orientaとして運動統括の任をも果たすこととなる。

エスペラントの雜誌は大別すれば（1）Intnrnacizi gazetojと、（2） Naciaj gazetojとな 

る。（1）はエスペラントを利用し、その實用的價値を培ふものでー國の班項に偏せず勿論全

部エスペラントで編輯さるべきものである。 これには Heroldo de Esperanto, Esperanto 

Internacia 等一股向のものとヽ しiteratura Mondo, Bulteno de Internacia Scienca Asocio 

Esperantista, Interl:gilo de Poŝt-T elegraf-T elef onista j 尊專門的なものとある〇 （2）は 3•國 

に於てエスペラントを普及するためのもので、當然主としてその國語で編辑され、エスベラン 

チストの數を增加すべき宣傅:記来（報适を含む）と質を高むべき學習並にエス文の興味記事を 

給すべきものである。現住に於て ⑴は甚だしくその經營困難で、存粮刊行は不安な實狀に 

ある。これは世界に於けるエスペラント運動が未だ產盛でない事を語るもので・なほ更 ⑵の 

健闘が必要とせられる次第であり、その經營者は心してその便命の遂行を誤らざる樣努力すべ 

きである。たまたま海外の一ニの國に於て指溥者が自己滿足の愚さから"ciaj gazetojにし 

てエスペラントの記事を滿载してその使命を誤ったものもあった。かくては國內普及の實を擧 

げ得ざるのみならず、さなきだに刊行に四苦八苦してゐるinternaciaj gazetojの競爭者とし 

て之を益々危怡に陷れる不合理を敢てするものである（フヰンランドの機關誌の園際化し、® 

くにして廢刊の止むなきに至り、國內の運動が衰微したのは好例〕。

我が學會の二雜誌はその餘力あった時代一は初等、一は高程度と云ふ分界の下にnaciaj 

gazetojとしての使命を果して來たのであるがゝ合理化による合併後に於ても此のnacia gazeto 

としての方針は不動であるべきで・た¢難易の酉!!合は會貝の大多數が初學者たる我國の現狀に 

鑑み易に從ふべきものであると思ふ。この點後進扶掖の溫情を以て先輩大家の讀者は寬恕せら 

れむことを希ふ次第である。

丿堰の伸びんとするや先づ屈す一願くば各地會員の一府の活動と支援とにより此の經濟的 

困難なる時局を切り拔けて運動の合理化の爲めに再び雜誌を初中高と分策發刊し得る時の一日 

も早く來らんことを希望して止まぬ次第である。

エスベラント發展の爲調査事業 

計畫化の必要に就いて

I. U.

着喪に事策を遂行する爲には、よく自己の力と相手の事情とを知る事が必要だ。その廉に調 

査の價値があらゆる機會に感ぜられる〇

旣になされた主要なる調査（括弧內は調查者）-——



3 C443)

¢1）エス譯日本文學文獻（學會）

（2）エス文日本科學文獻（學會）

C3）エスペラントに關するラヂオ放湿（學會）

C4）學校に於けるエスペラントC岡本氏X未發表）

C5）エスペラント地方會出版物（宮崎エス會）

（6）エスペラント隗係新聞記事（學會）

来灣院議員候補・者のエスペラ トに對する意見（後援會）

<8）全國各圖書館のエスベラント藏書數〔婦人聯盟）

（9〉日本のザ博關係文SKザ傅尊軍聲明起草委員會）

（10）エスベラント名商品（淺草エス會X未）

CU）エスペラント名登錄商標C吉田太市氏）

C12）スポ-ツ用話（岡本氏）

¢13）エスペラント學習動機（淺草エス會）

C14）商業關係エスペラント語彙GS:藤氏う（未）

（語學硏究上の誠査はこゝに省いた）

發表されたものは如何に有益かは何人も認める。未發表のもの及十分普及してゐないものを 

'少くない。調査者は學會、地方會・專門團遷、個人等多樣に亘ってゐる。更に廣汎に各方面で 

實行されることが望ましいがヽ發表普及の方法が一層集中合理化され、入手利用の便が髙めら 

・れたい。

今後なるべく速やかに實現されたい調査事項:

A.エスベラント事業內部の諸事項

CD エスベランチストの敝菜及特殊關係方面、く今後各人の社會機能と結び附けエスペラ 

ントを發展せしむる爲必要）。

C2）日本に於けるエスペラント出版物の詳細。

C3）エスペラントの固體（地方會、專門別、沿革渭長の原因、中心人物・事業等〕。

（4）エスペヲント關係諸事業（講習、講演、展覽會・遠足・會報、他の新聞雜誌えの發

エス文カタ 

エスベラン

表、等）〇

C5）エスペラントの實用Cかなり困難でもあらうが宣傳資料として及後輩の爲實用の手 

引として重要。その內容は例えば.エスペラント商品名、屋號、街路名、 

ログ、廣吿、ポスター・看板、案內書、掲示、商用通信統計、資料通報、 

ト使用商館.旅館等ヽ團备役所、會談、エスペラント關係決議.文獻、 

ト實用實驗談ヽエス文入郵券、ハガキ、消印等）。

C6）日本エスベラント連動の公的文書結集（協會、學會、大會等の規約、趣意書、聲明・

エスペラン

決嚴、議事錄、役員名、役員會日誌等）。

B.エスベラント事業外部の諸事項

我々は社會の相手を熟知しなければならぬ。これらは大切な事だが廣汎であるからヽ當面目 

指す方面に卽して調査を進めることが適當であらう。例へば、學校敎科に導入、オリムピック、 

萬國博えの實用を企罔するなら夫々.その對象の社會的性質、趨勢、機講、その關係者の夫々 

の組織.事業の性質細目.それに關係ある有力者等々を調査して始めて具體策が可能となる。 

今、全般的に考盛し主耍と思はれる項目を例擧して見る。
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エスペランチストでない支持者の調査。〔學術界、誇論界、敎育界.實業界•政界■官

公界等.何處に如何なる支持賛成者があるかJ
¢2）友誼!6體の調査〔口-マ字會.國語協會、!ALA,其他言語、敎育・學術.風際關係導

聯關により友誼砌萌し得る他組織の內容）。

（3） 外部の一般書籍中エスペラント關係記事あるものゝ詳細な書誌。

（4） エスペラントに對し如何なる誤矗が存するか。〔反對意見の文獻、反對的個人及團體の

無理解なる言誤.態度、其他エスベラント事業に對する諸;章害＜0

（5）其他・エスペラントの硏究普殳實用の諸事業遂行上當面する社會の諸機構語施設は絕 

えず研究湊査,る必耍がある。（例えば・出版物配給機跟廣吿手段、谨業创體、觀光團

體等々。う其他。 -'

無論以上の如きは一度に遂行されるものではない。恒常的遐續事業として絕えず行はれる必 

要がある。最も望ましいことは、鼎會內に調査部を常置し、理解丸る地方會、專門画體、個人 

屢體等積極的な協力聯携の下に、合理的計畫が立てられ、各方面の成果が集中ヽ管理され、利 

用に便なる發表方法が講ぜられることである。そして、全國の會貝諸氏は之等調査事菜の总義 

を深く理解して支持協力され成功せしめられたいものである。

KONGRESA FOIRO
（大會即竟所市）

SAITOO-SeiiĈi

11月21日より23日まで東京で開かれた日本エスペラント記念大會に於いて、今囘は始め 

て卽竇市が催された。從來とてもエスペラント書籍、綠星媒その他二三商品の卽貧は行はれた 

が今囘は特製エスペラント玩具、Jubileoシャーフ・ペンシル、Z庚年筆（金文字Jubileo入）、 

頁ナイフ、神經衰弱の特効藥ゝノ、ウト不;鹼、アテーノン其の他同志の農时工藝品・ホームスバ 

ンのを約募集.美術染色豫約等の試みがなされ■特にM年黑シャーブペンシル金文字Jubileo 
の刻印の實;寅及び染色手藝の帛紗や壁褂等のエスベランタ-ヂヨの染色の實演等、それぞれ同 

志專門家が出張して參會者の爲めに實演してくれた。

只、この種の試みは今回始めてじさっただけに準備が甚だ不完全で陳列の場所も非常に狹く • 

陳列も雜然として出品物や實演の宣傅紹介の方法・、不備で出品者に對しても參加者に對しても 

甚だお氣の毒であった點が多い。 ・ 〜\ ' :.:

此の種大會卽資审の事栗の意義に就いて、今迄何人も充分に考へたこともないのではっきり 

した方針も定まってゐなかった樣だ。然し此の度の此の經驗の中から極力敎訓を汲み取って此 

の事業の意義と俊値を學び將來に對する方針の示唆を得たいと思う。

元來・ザメンホフは大會を諸民族の友和の爲めの國際的祝祭としたい希望を述べている。此 

の事は萬國的犬會だけでなく、國內大會に關しても考えて見るべき問題だ。エスペラント大會 

の意義と使命は色々あるであらう。人々に依って期待も要求も千差萬別であらう。だが討論に 

重きをおくにじろ、弑睦、娛樂におもきをおくにしろゝ要するに人々の一大家族的友和理變を 

目指す點でかわりはない筈だ。こ九に就いて昔の村祭のこと等を想い浮べる。鄕土の氏神のお 

祭りは住居全體を一大家族としての感情にとけ込まL、畝樂を進めると同時に、昔は又これヵ: 
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村の人々の經濟生话を組み立てる爲めの頂大な年中行事でもあった。昔のこれら神樣を中心と 

した祭に關聯し人々の集まる機.曾が、文化的にも經濟的にも人々を結び付ける大切な仕事でも 

ったことは民俗誌家ならずとも何人も知る通りである。特に中世時代から近世へかけての商業 

の發逹にこれら鄕土の祭の機會の定期市が貢献した役割を輕視する事ま出來ない。これを思う 

とザメンホフが人頰平和の祝祭にしたこと考えたエスペラント大會と云う年中行事キエスペラ 

ント人たちの經濟生活と一層密接な關係を持ち、これがあの樂しい村祭りの定期市の操な催し 

を伴うならば、またどんなに愉快でもあり有益でもあることだら5 〇だが聞く所に依ると、現 

在エスペラントの;戋國大會ではいまだ低面目に此の問題は取り上げられないで只、何だかいか 

¢わしい際物の土產商品を敦光の掠鳥客に竇り付ける樣な不愉快な場面がやたらにあるばかり 

だとのことだ。眞面目なエスペラント人諸氏に是非考えてもらいたい事だがエスペラント人一 

人一人社會に生活する以上職業のない人はない筈だ。まじめなエスペラント人は又まじめに自 

己の職業を愛さぬ筈はない。それぞれの職業の方面でこれらの人が成功することはエスペラン 

ト運動の上にも大切な事だし、エスペラント人としての互の交友が各自の大切な事業に何等か 

の意味で役立つならばこれ程嬉しいことはない。又、その事は元來エスペラント連動の根本的 

目的でもある筈だ。近來、次第に各種分科會力:盛になり・各自の验業沟專門とエスペラントと 

の關係が問題になっている事はうれしい事だが待に今年資業關係の分科會が持たれた事は極め 

て有意義と言わねばならぬ。就いてはたじ分科會で卓を圍んで話をするばかりが能ではなく各 

自のまじめな撤業を實物商品を通じ、或ひは實驗までして互に紹介しゝエスペラント人として 

各自の正業を相互援助をする機運をつくる事はそれ又決して小さい事ではない。これ力:萬國大 

會の際など各國の豐業エスペラント人達が自己取扱い貿易洞品を展觀して、エスペラント人の 

間で皈引を結び、或は一般實業界えエスペラントの實用能力を示すことは極めて有意義なこと 

ゝ思う。一國內の大會では直ちに貿易取引が行われるとは限4ぬがとも角エスペラント界のそ 

うした機運えの一步として今囘の卽鼠市は有意義であったと思う。來るべき日本寓凰博覽會に 

はエスペラント人逹は共同出品等の方法で氏己の營業の爲めにもエスペラントの爲めにも盡さ 

•ねばならぬであら5 〇今囘の試みはその爲めにも必要な一步であった。

單に商品に綠の星をつけたとかエンペラント名をつけた位の事が何だと輕.視してはならぬ。 

この事業の中には極めて遠大な意味があるのだ。大會を機會に貧弱な參加者のポケットをあて 

にする際物商賣だ等と輟薄に考えてはならぬ。この中にはザメンホフが理想とした人類友和ら 

大祝祭を匡更に樂しく又、有益なものとする實のある革礎をなすべき種子が潜んでいるのだ。 

今年の卽寳市は準備も不充分.理解も不徹底で場所も適當でなく色々失敗した點もある。然し 

これらの缺點ばかりを見て大切な本當うの意義を看過しては困る。だから我々は吳々も强調し 

ておきたい。今後は益々努力してKongresa Foiro （大會卽寶市）を意義あるものにして行き度 

・いと。卽ち\エスペラント人の相互扶功、生活の合理的向上に資するものにして行きたい。

今囘.卽寳市で好評であった商品は大曾に參加さねなかった地方同志諸君の御希望に應ず可 

く世話人たちで御翰旋申し上げます。下記代金御拂込の上御申込下されば直送致します。

★特製エスペラント玩具 定價送料
侃 錢

男兒用汽車（Al la Kongreso文字入）........................................ 0.30 12

女兒用乳母車（Mia Kara文字入）...........................................0.60 „

★Z萬年籤C金文字!ubileo入）................................................. 2.50 „
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★シャープベンシル（金文字Jubileo入）.....

★頁ナイフ（エスペラント標語入・木彫ゝ淡漆）

★マテーノン（神經衰弱の特効藥）.........

★ヴィタミーノ（榮養藥.姙婦用、授乳婦用）

★ハウトモ鹼（優良化粧门けん三個入）.....  

9 
,

★ホームスパン（福島縣屐村工憂品純毛手織洋服地）男子三ツ揃一老分 

★ザメンホフ肖像（額入用美術印制）

-

拂
3

着

★樂譜 Al Ia fratoj...................

★ „ Kanto de V ligo ......

★ザメンホフ胸像（ブロンズ製）

3

.6O

.5O

.OO3

.5O

.OO
30 〇

30.0

.0.

〇
0

（御申込は筆會內實菜分科會世話係宛）

ESP-學習動機その他調査報吿

淺草エスペラント會

本號にやっと發表の機會を得た。いろいろのことが遲延の原因だった。本會調查部について. 

は昨年ハ月の入誌上で詳細發表した通りであるが、皴來我々は全國同志謎氏の熱心なる卻援助 

と御鞭達を受け努力をつヾけてきた.そして返ればせながらその經過について報吿申上げたい 

と思ふ。然しこの報吿はまだ、完成された報吿では勿論ない。實は本調査の着手に當って若干 

用意の周到を缺いた點などもあったりして.そのため我々が當初に期待してゐたやうに成果も 

得られず殊に未完のまゝでこゝに報吿申上ぐる事は甚々遣憾であるが調査開始以來そうとう時 

日も經過してしまひこの調査の結果に御期待下さって居られる方々に報吿延引の申譯傍々併せ 

て本調査の完成になお一膚の御援助を全國の同志諾氏にお願ひするため中問的報吿ながらひと 

まづ發表することにしたのである。申すまでもなくこの種の仕事は同志諸氏の徂援助を惜いて 

は絕對に成果を期し得ないので.エス運動將來の指針としても貴歪な資料となり得る本調査の 

怠董を御理解下さって、微力な我々に今後の御協力を給はるやうついで乍らお願ひ申上げる次 

第である。

再記すれば目下本會調査部で着手してゐるものは

しエス話學習動機その他に關する調査リスト及び統計の作成

2. エス鉛名の商品C現品、包裝.廣吿文、其他すべてを含む）を蒐集しリストを作成し且

っそれらの物品を展覽會材料として星備すること 、: ・ゝ

3. 新聞雜誌に現はれたエス裁記半の蒐集及それらの調査リストの作成

4. 各國エス書き案內第等の蒐集

等であるが、今囘はまづ上記の第一と第三に就てその整理を終った部分から報吿申上げや5

と思ふ〇 ............... ....... • ： ?! ;;ザ;“ノ「ヨ黑费

1.エス語學鶴動機に關する調查

昨年ハ月號の誌上では・本誌二百號記念特輯號揭載のエス界先覺者五十三氏の囘顧談を材料 
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としてそれぞれ規定の調査項目に當てはめ統計を作り・本調査部の仕事につき具體的な説明を 

試みたわけであったが.その際も附記した如くあの統計は全く記事のみを資料として作ったも 

ので調査項目に對し不充分な點も多くあったりしたが、今囘は直按本人からの囘答によるもの 

であり、しかも現在活動されてゐる記憶の新らしい若い人々が小心になってゐるだけ、より正 

確な調查が出來たのである。然し甚々遺億な點は囘答者數のまことに妙かった事である。地方 

會或は個人的に送った2500权の調査紙に對し僅か382名の囘答數しか得られなかった。願は 

くば今後こうしたエス運動のための仕事にはもっと積極的な支援をこそ望ましい次第である。 

この點囘答下さった地戈會の中でも「館野エス會」の如き20名餘りの全會員が擧って早速と 

囘答を寄せて下さった事はさすが大石先生の御膝下だけにと、いたく我々は感謝申上げてゐる 

次第である。

扱て以下の統計は回答者數 382名に就てヾある。尙職業別だけは255名に就ての統計でる。

調査上の種々な感想を附記したい豫定であったが誌面の都合もあり割愛した。

尙.圖解の統訂は1936年度現在の數字である。

32
B

Be
E

四國4.大連5.臺灣3.滿州

10

Fig.1.性 別 Fig. 2. 地方別

(A)男 336 名 (A) 關東 174 (內東京!25)

(B)女 46 名 (E) 近畿 69 C内大阪31）

合計 382 名 (C) 中部 38
(D) 北海道 35

(E) 九州 29

(F) 其他 37 C內東北19.中國5.

Fig. 3. K業別

(A) 會刑t員 '51 （銀行員、事務員）

(B) 官 吏 43

(C) 鐵 道 32

(D) 學 生 26

(E) ェ 業 20

(F) 商 業 19

(G) 其 他 33 （宗敎3.農業2.區

師7. 敎負 10.記者2.〉

(H) 無 職 7

(I) 不 明 24 •

ありたるもの77）

Fig. 4.何によってエス語の名稱を始めて

知ったか。

(A) 新聞 44

(B) 雜誌 62

、（C） 知人 162 (內Esp-istoと明記

（D）宣傳 38 （講演、パンフレツ

ト磚）

(E) 其他 48 （書店ESP書12,書

籍出饭物12,ラヂオ9.）
(F) 不 明 28
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6
B

B

備考・獨習者の使用せる獨習書で宙名の明記ありたるもの128名中次の如し

Fig. 5.,ESP.の學胃を始めた動機 Fig. 6. ESP. を始めて望習した時の方法

(A) 好奇心 109 (A) 受講 215 C一絵講習會)

(B) 好舉心(語牛的與味) 47 (B) 受講 24 C個人敎授!4.ヲヂ

(C) 勸誘されて 89 オ證座 100
(D) 國際語運動を理解して 58 •(e) 獨習 138

(E) 其他(内文通希塞で21) 49 (D) 不明 5

(F) 不 明 30

備考・第七・及ハ圖の「期」とは便宜上エス語發表年後十年毎を一期としたもの・卽ち。

小坂狛二蕃 「捷經」 26. 〇,conner 5・
小坂ゝ秋田著 「模範獨習J 27. 小野田著書 4・

石黑著書 2〇. 川服著書 4.

千布著書 14. 以下略す

Fig. 7.エス語の名稱を知った年と人數 Fig. 8.鼎習を開始した年と人數

(A)第二期 5 (A)第二期 4

(B)第三期 13 (B)第三期 8

(C)第四期 120 (C)第四期 60
(D)第五期 193 (D)第五期 305
(E)不 明 51 (E)不 明 5

第一期!888〜1897 
第二期1898〜1907 
第三期1308〜1917

第四期1918〜1927
第五期 !928〜1937

Fig. 9. エス語名稱を知った時の年齡 (D) 31歳以上 10名
(A) 1〇歳〜20炭 223名 cio歳以下 (E)不 明 59名

無し) 備考.平均年齡19.2认弱(男19.5歳
(B) 21歲〜25炭 74名 女188歳) 最高年齡53歲
<c) 26歳〜30炭 16名 ■ ■
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備考、平均年齡28凌（男28.4歳 女24.5炭）最高年瞬者78谡尙名稱を知ると同時

Fig・10.學習開始の年齡 (E) 31歳〜40歳 20名

（A）12歳〜18歳 64名（12歳以下 (F) 40歳以上 7名

無し） (G) 不 明 16名

(B)19 歳 ~20 歳 78 名 備考、平均年鄒（男22 8炭■女21.4歲）

(C) 21炭〜25歲154名 最高年綿54歳
(D) 26歳〜30歳 43名

Fig.11.現在の年歸 (C) 26複~30後 104名
（A）15歳〜20歳 22名 05歳以下 (D) 31歳〜40谡 85名

無し） (E) 41歳以上 17名
(B) 21歲~25複143 名 • (F) 不 明 11名

に學習を開始した人は382名屮118名であった。

附記、c本統計の作成に當って會員石黑捷三郞君が殆んど獨为で多大の御勞力を捧げて下 

さった事を号に厚く謝意を表します）。

回答者諸氏の本調・宦に對する意見ヽ希望の主なるものを參考まで扌曷げてみよう〇

★ Adresaro を作れ。

★職業別を調査せよ。

★ 初講程度で學習を中止された人々のその理由を調査せよ〇

★ 學習開始當脊の肓配偶、未婚者の別を調査せよ。

★ Esp-istoの國際、國內、地方、特殊 禮の所屬名を調査せよ。

★ Esp-istoの購讀新聞雜誌類を調査せよ。

★ 調査が宜成したら印刷して（バンフレットの如きもの）有料で配布せよ。

以上不備な點も多々あるがその點は今後の完成にまって.ともかく 一應の報吿だけに止め同 

志諸氏の御批判御敎示を乞ふ衣第である。 ’ '

3.新聞雜誌とエスペラント。

これは會員ぬ本健一君に擔當願って調査をして戴いてゐる「新聞雜誌に現はれたエスベラン 

トに關する記事の統計」である。便宜上年代の新らしい昨年度から順次逆か上って古い年代へ 

と調査を進めてゐるが一先づ整理を終へた1936年と1935年度から報吿申上げる。

犹計の資料はすべて本誌の「新聞とエスペラント」欄によったものでその般同誌に揭載の洩 

れてゐるものは從って調査不可能と言ふわけであるが新聞の方は咋年から學會で切拔通信社に 

依賴して主要新聞は勿論その他エスベラント關係の記事一切を集めてゐるから1935年以前に 

くらべれば、調査洩れの黜は極めて勘いと思ふ。

まづ1936年と1935年度に於ける新聞理誌への揭載回數を月別にして次に示そう。

擢載亘:數月別

年

聞

誌

他

936
新

雜

其

1H 2〃 3〃 4" 5〃 6〃 7" 8“ 9" 10〃 11〃 12〃 計

16 17 31 38 23 37 33 38 40 54 31 29 387

10 5 11 10 9 6 6 10 13 10 4 8 102

3 1 1 1 2 1 1・ 10

29 23 42 49 32 44 41 48 53 64 36 38 499計

註、 月别はR・ 〇.誌への掲載月ではなく、記事报載の新聞の日附。雜誌はその發行月であ 

る。又その他とあるのは校友會報、臨時出版物（日米學生會議報吿書等）の類である。揭載回
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鑒の計算は、同一事項つまり連載ものはその連載回數を、同一の號に數種揭載されてゐるもの

はその數を各々加算したのである。

1935 年 1月 2〃 3" 4〃 5〃 6〃 7〃 8" 9" 10“ 11〃 12〃 計

新聞 10 5 4 7 5 2 4 1 15 19 7 23 102

雜誌 6 4 5 3 4 2 2 2 1 4 2 4 39

其他 3 2 2 3 3 1• 5 2 2 23

計 19 9 11 12 12 7 7 3 21 25 9 29 164

上記の表でみると1936年は前年の1935年に較べ攜載囘數が335回を超して三倍强となって 

ゐる、試みに槪算ではあるが1934年は】20囘位ひ、1933年・1932年は各々100囘位であろ。

次にその內容別を表で示してみよう。

1935 1956

註ヽ(り はエスベラントを主題とせるもの、(4)はエスペラントに就ての記事ではない 

がー寸エスペラントの文字が出てくる程度.(5)は主として新聞雜誌.兀者により取扱はれた

內容例 \ 1936 年 1935 年

⑴エス語を取扱へる論文。 54 25

(2)エス語に關する隨筆及び紹介。 117 28

(3)エスベラントより飜譯。 22 7

(4)文中にエスベラントに觸2してゐるもの。 18 5

(5)エスペラントに關する記事•報道。 168 45

(6)蹒座、 1 2

(7)其他、 9 20

(8)エス文による論文、 9 15

(9)エス譯作品。 7 〇

エス界の出家事、或はエスピストの動靜、(7)は新聞濫誌のティト-口、論文のティトー□\ 

或は目次がエス文で書かれてゐるもの。(雜誌等の場合每號出てゐるものは一囘しか算入しな 

い)⑹ の講座はその年に開.満されたもので1936年に於ては1935¢より繼續の講座が二つ 

あるがこれは訓算に入れてゐない。以上の內容別はすべて一件を一つに計算し速裁のものは回 

數を算入してゐない。 く未完)

尙、本調査については擔當者松本健一君の手許に精細な力ードを作ってあり.扌易載新聞雜 

誌の種另［數•地方別.執筆者數、锌種々の統計數が調査されてゐるが、その統計のグラフを目 

下作成中なので本號に全部の詳細を報吿申上げかねた次第であるc く渡部秀男記)

(本會調査部に對する御問合せ其他の通信は東京市下谷區北稻荷町52番地石黑方淺草エスペ 

ラント會宛に;)。
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圖書館綠化運動調査報吿

・婦人エスペラント聯盟

圖書舘問合せ囘笞整理の結果に就てわ旣に本誌7月號にその大體お報告したので此處に再g 

それお繰返す事おやめ單に統計のみおかゝげる审とする。

縣別 所藏馆

2

無所藏館 藏書數:

4

滋 賀

建

2

* 2

10

7

3

・ 5-樺 太

北海 道 3 3 5 奈 良 1 5 4

靑 蘇 3 2 10 和 歌山 — 4 -

岩 手 — 2 — 京 都府 3 2 約400

秋 1 • 5 2 大 阪府 4 3 18

宮 城 1 5 19 兵 庫 4 8 32

山 形 2 8 2 岡 山 1 8 7

福 島 2 6 2 品 根 — 3

長 野 3 11 43 廣 鳥 3 12 10

群 馬 3 3 19 山 ロ 6 10 13.

栃 木 1 2 3 愛 媛 2 4 4-

茨 城 ■ •"〇 1 — 高 知 — 7 —

千 葉 2 10 14 德 島 1 3 9>

埼 玉 1 8 1 香 川 4 18 8

東京 府 23 2 133 福 岡 6 7 33

神奈 川 3 7 12 佐 賀 — 3

山 梨 2 1 6 大 分 1 4 1

靜 岡 2 8 12 宮 齋 1 1 1

愛 知 3 20 31 熊 本 — 9 .—

新 潟 6 19 20 鹿 兒島 1 -io • 3

富 山 3 20 12 長 崎 1 5 &

石 川 3 16 6 朝 軒 5 3 18：

福 井 1 2 1 臺 灣 12 6 24-

岐 卑 2 1 9
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又藏書の種類とその順位とお示せば次の通 

9である。

藏書種別及び順位

模範エス獨習（小坂•秋田'）..............45
改訂增補エス全程（千布）................ 30
エスの學び方C石黑）.................... 27
エス捷徑（小坂）.........................26
初等エス硏究（川原）.................... 18
エスABCの讚方から（石黑;）............16
エス入門（石黑）.........................14

エスの手紙C石黑・）.......................14
Elemento de Esp.（川原）.............. 13
エス30日............................. 13
=•スの基礎............................. 12
新撰エス和辭典（岡本）.................. 12
正しく覺えられるエス（石黑）..........  9
エス講習用書............................ 9
エス四週間.............................. 9

大成エス和譯辭典（千布〉............... 7
エスの話.................................6
プロエス必携............................ 6

獨習自在エス講義........................6
初等エス講座............................ 6
日本エス學事始.......................... 5

國語の擁護を諭じて......................5
愛の人乙.................................4
エス讀本及文範.......................... 4
エス中等讀本............................ 4
大成和エス辭典.......................... 4
エス論................................   4
エス講話.................................3
エス槪輪.................................3
エス日記の書方.......................... 2
エス獨習.................................3
エス運動史.............................. 3
エス文例集.............................. 3
エス讚本.................................3
Fundamento de Esp. ................................ 3

エス獨習書C川原:）••…:................... 3
三十日間獨習エス入門...................3
模範エス命話............................ 3
醫家用エス獨習書........................3
新撰和エス.............................. 3

エス通信の賞際..........................3
カナ付エス和新辭典..................... 3

エスやさしい讀物........................3
エス第一・步.............................. 3
イソップ物語C詳註）..................... 3
Esp. （JEI） ..................................................... 3
我が國に於ける外國語問題とエス ...... 3
國際語エス講義C金田1.....................................3
夜の空の星の如く ..................... 3
エス敎科离.............................. 3
乙の生涯....................... 2
綠の星を憶れて.......................... 2
エス日本語辭典（黑板〕................... 2
エス模範練習績本（小坂）................. 2
エス發音硏究......   2
エス講座.................................2
初等エス敎科書.......................... 2
敎育とエス...............................2
エス購習讀本............................ 2
模範エス手紙の需き方................... 2

エス雜話.................................2
Krestomatio ................................................. 2
エスの學び方獨習三十日................. 2
エス獨習.................................2
口本議エス小辭典........................2
海の娘（梶）.............................. 2
國際語初步.............................. 2
エス獨客（村田）..........................2
ヱス對課詳註叢書...........   2

以下1册づ、

エスペラント研究

月干0「エスペラント」（希望社） 

エス會話

短期講習用エス讚も

エス助詞詳解

エス速成孜科書

初等需義錄

エレメント・デ•エスペラント 

國際補力語エス

國際話エス耦耍

La Toreno
Petro
エス和辭典

Eliro
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Bengalaj Fabeloj

Aelita
ĉaso al la diablo, La

國際語エス獨習書

エス全集（千布）

世界語の歷史（ドレーゼン・髙木譯）

エス手紙の書方（下村）

秋田雨雀戯曲3篇

リングゲイ・レスポンドイ

和エス貼典

エス和中辭典

大成エス新辭典

エス年遽 厂

實用エス會話 T
實用エス和對照會話

エス35本

レイモント矩篇集

魔法使

心の片隅

マテオ•ファルコネ

エス講座

愛ある所神あリ

ザメンホフ • •

新エス和辭典（梶:）

中等學校英語科問題とエス

日本に於ける外國語問題（高楼邦）

■エスの本質とエス文學

エスの本質

獨修エス（岡本•板橋）

日本エス叢書!.白珠集

エス硏究叢書

エスの手引（小坂）

エス階梯く高塚）

プロエス講座

國際語砾究

エス講義

新撰エス和補遺

Memlernolibro de Esp.（石黑）

Esperanto C丸山・ガントレット共著）

（藏書種別順位）

和エス辭典（未來社）

組織的研究エスペラント

全世界通用貉エス獨習

日•エス•支•英會話と辭書

エス應用文例集

镭學エス文集

ロンドン塔のエス語

Arammar of Esp.

English Esp. Die.

エス會話（千布）

エス獨習講義（安達'）

孝縄

大學・中庸

エス講徭畫く兒玉四郎）

エスの思出 .

エスと文化

世界認獨a
國際通信の常識

エスのタ

世界語（丸山順太郞:）

エス講習書（日本エス協會臺灣支部〉 

世界話（長谷川辰之助）

新エス講座（石黑）

日用認辭典c芳賀岡太郎）

「希望」

（甦理係I. H.）
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Pri la uOriginala Verkaro^
(Sesa parto)

W・ Bailey, L. K-ano

248.

249.

25〇.

.251.

252.

253.

.254.

255.

255.

257.

253.

259.

5, 26, 28, 31,44. E.
2& de longe
34. famo anst faro

6. mian projekton ne dise (t. e・ ne
kursive en La Revuo)

& 12. E
4〇. ekzamenitan
16. forigu komon post lumo
10. pri Esperanto aŭ fari ian alian

uzon de Esperanto, kaj mi …
36. forigu komon post mi
45. ” » ” eblon
24. la rajton eldoni
26. Esperanta; forigu komon
27.
28.
37. komo post bona
18. prosperos
39. forigu komon post unuecon

2. ” ” ” plimulto
3, 15, 32, 33, 31,41. E

32. Institucioj
39. kongresa
10, 27. forigu komon post rajton
15. E
32. ĉi anst ĉiu t

2. forigu komon
11. formojn kaj vortojn^ kiuj
27. ne deviga
41. ;anst.:
29, 35. La U. E. A. gazeto havas

dezirusf B. E・ deziras; kredeb) e
dezirus estas ĝusta.

32. ; anst.:
43. Ĉu tiu ĉi dolĉa

44. respondus; (tia us kun negativo 
estas sistema ĉe Z., tamen multaj 
Esperantistoj tion ne rimarkis)
2, 7, 35. “ / anst. !a

5. absurdo; respondos
21. ke la efektiviĝo de la sankta ideo 

ne sole estas iute ebla, sed ke al tiu 
ĉi efektiviĝo ne ...

22. malproksime
33. forigu komon(ne en la gazeto 

tamen tute konforma al la Z・ sistemo)
44. forigu Ia noton:la teksto havas 

interkomunikiĝon \
26〇. 1. forigu komon post tiam

13. antan la Volapŭk
34. renkontis malamikojn^ kaj ankoraŭ 

malamikojn ne pasivajn^ (kiel ĉe 
227/25.)

43. presejon (kiel ĉe 227/33.)
261.13. Volapiik^ baldaŭ transiris sur la 

flankon de Esperanto^ malgraŭ ke ili 
estis jam forte kunligitaj kun la 
Volapuka jam mulle laboris por ĝi 
kaj • • ■

14. forigu komon post pretaj
27. „ punkton ” libron
28. komo post ke
3〇. forigu komon antaŭ ke (vidu pri

259/33).
32. ian anst. iun
33. ).” .)
4〇. metos
43. karaktero

262. 25-26. estus ankoraŭ pli, ankoraii
multe pli feliĉa

39. iam la lingvo
263. 4. forigu komon post kondiĉo

6-7. Pli bone estas iri laŭ vojof kiu 
alkondukos nin al la celo pli mai- 
rapide^—sed iri kune kaj unuanime^ 
— l serĉi ĉiufoje novajn vojojn nur 
tial, ke al ni ぶajnas, ke tiuj ĉi vojoj 
alkondukos nin al la celo pli rapide.
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265.

266.

267.

2Ĉ8.

264.

11. kondukas pri 259/33)
28. laŭtaj anst. laŭdaj 32, 33, 34. Volapukistoj
3〇. forigu komon post jaroj 269.14. ni anst mi; forigu 1(vidu pri
33. Volapukistoj ' 1.44)
34. tiel anst. Hal 23. forigu komon post scius (vidu pri
36. Sed eĉ nun ankoraŭ^ kiam la 259/33)

batalo ricevis jam formon tute alian, 27 (duloke), 28 (duloke), 29, 35. Vi
kiam la nombro •・• anst. vi

38・ pro anst por 31.Volapukistoj
5. 〃 / 44. forigu la noton;la teksto havas

19, 31.Volapukistoj tiam;la arkaikaj formoj troviĝas

25. do anst. la nur en la Unua Libro kaj la Dua

38. donos Libro.
41. penas 2?〇.1.forigu komon post ne

44. trovos 18・ renegatoj

7, 16・V 22. ne sole ne eltiris (eraro ankaŭ en

& forigu ambaŭ komojn (vidu pri la gazeto)

259/33; en tiu frua tempo (1889) Z. 25, 29, 36. Volapukistoj

ankoraŭ ne tute fiksigis Ia uzadon 271.29・ ”

de komoj en tiaj okazoj) 30, 32 (duloke), 36, 37, 38, 39, 4〇. Vi

10, 37. forigu komon anst. vi

3. tio anst. tiu (tia por tio、uz让a 272. 6・ ol ili ne dise presita

kelkfoje en la plej frua tempo de 26. forigu komon post postulataj (vidu

nia lingvo, havas la sencon de pri 259/33)

kontraue^ aliflanke, kvazaŭ kompense 28. forigu komon post laboron (vidu

por tio. Alia ekzemplo troviĝas ĉe pri 259/33)

F. K. 49/26.) 29. forigu komon post sin (vidu pri

5. forigu komon post iio (vidu pri 259/33)

259/33) 3〇. Volapukistoj

7. forigu komon post ĉio (vidu vpri 32. forigu komon post Volapiik (ĉi

259/33) tiu komo ne estas laŭ-Zamenhofa)

10. Volapukistoj; forigu komon post 38. alportas

kulpigu (vidu pri 259/33) 4〇. alia一 : alia:一 ; tuta anst. tute

28. forigu komon post diri 42. Afrikanoj
43. jam anst iam 273. 2. 3, 4, 6. Vi anst. vi

6. forigu komon post ĵ (vidu pri 9. forigu komon post volos (vidu pri
259/33) 259/33) .

10. Ruso; Rus oj 14. afero. u Vi vidas (ĉi tiu “ signas
13. Rusoj la finiĝon de la citita fra2o> kiu
15/ Ruson komenciĝas en la 9a linio); Volapu
26. komo post u kistoj
31. la VolapŭPon 17. ŝajna dise pres让a
35. arle dise presita 19. vera n ”

7. forigu komon post preta (vidu 27. Volapukistoj
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33. forigu komon post deziris (vidu pri 259/33)

pri 259/33) 37. forigu komon post ke (vidu pri

34. forigu komon post mallongaj (vidu 273/32) .

pri 272/3り 29〇. 34. Esperantan

274. 3・ forigu komon post ridinde (vidu 38. Eŭropa

pri 259/33) 4〇. Eiiropattoj; Amerikanoj

5. Vi anst. vi 291. 1. “ ! anst. ! “

6. forigu komon post leĝojn (vidu 8. ĉe ” la dua de (eraro ankaŭ

pri 259/33) ĉe F. K. 288/12; ne la lernanto

12. Volapukistoj postulas.)

26. la kondiĉon de mallongeco esius ja 17. Esperante

eksterordinare facile^ se tio ĉi estus 19. Esperantan

efektive la klara intenco de 22. Ĉiu

3〇. Kiel ankaŭ en la gazeto, tamen 32. gvidadis

devus esti Kial 292. 28. Kiel

275. 3. dusilabaj en Volapŭk povus kuraĝe 31. ĉiuj dise pre s让 a (t. e・ kursive

esti anstatailita per unusilabaj kaj la pres让a en F. K.)

vorloj 294. 1. forigu komon post eraron; jam

23. forigu komon post pensas (vidu nur bezonas

pri 259/33) 6. nur dise presita (t. e. kursive

277. 6. eltiras anst. altiras pres让a en F. K.)

28〇. 16. egalpezon 8. ĝi eslas 渔ultajn)multajn fojojn

281. 28. nomos 295. io. rilatis '

282• 2. nur anst nun (eraro ankaŭ ĉe 15. Leibnitz

F. K. 276/10) 298. 22. sensencecon
25. komo anst.; 38. konsistas plene el
44.la eraro estas korektita en la 39. forigu komon post ideo

sepa eldono de F. K. 30〇. 10. restos.
284. 5. forigu komon post kalkulon 19. kia anst. kiam
286. 26. komo post tabuloj 28. facile anst facila
287. 35. formo dise presita (t. e. kursive 301. 1. tion ” iio

pre s 让a en F. K.) 19. kaj ke sekve se (sen komo); ĝi el
43. dubus la jam ekzistantaj

288. 6. signifus; eraro en F. K. p. 284; 29, 34, 39. Volapukistoj

supozeb!已 ĝi ankoraŭ troviĝas tie; 35. Amerika •

almenaŭ en la 14-a eldono (1933) ĝi 302. 34, 35. = (signo de egaleco) anst<

restis ne korekt让a. simpla streko

24. forigu ne post rutino: eraro en 35. ne sole donas anst. donas ne sole

•la pli fruaj eldonoj de F. Kリ korek- (korektita en la sesa eldono de F>

t让a en la sesa eldono. K.) ゝ.

36. kiamaniere 305. 29. troviĝos (troviĝu en F. K., tamen
42. kia cise presita (t. e. kursive vidu 〇. V. 284/3.)

presita en F. K.) 31. forigu komon post espero
289. 2. forigu komon post atendi (vidu 306. 15. principo ne dise presita (t. e. ne
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kursive presita en F. K.) 3!〇.11, 12,15,17・ punktokomo ansta
18. forigu komon post ke punkto-
19. la fino absolute nenion donus ! 41. Esperanta
33・ diversajn dise presita (t. e. kursive 312. 39. forigu komon post timis

presita en F. K.) 315. 4. forigu komon post justeco
38. kiun anst. kiu 316. 37. pro tio anst. por tio
42. bonege „ bone La cetero povas resti (La Revuo Orienta,

和 7.15. Volapuka p. 365-367) kiel ĝi estas presita, esceptante
25. Volapukistoj la jenon
32. restus (restis en F. Kリ sed Ia 354. 4. frazo anst. farzo

sekvanta linio montras, ke devus 361. 26. komo post kapablojn
esti restus) 3 4. 38. forigu komon post taskon

308. 5. rifuzos 407.17. elmetata al anst. elme'aia el
13. ilia anst・ alia (La kompostisto donis elementa anstataŭ
41 Esperanta elvnelatd !)

%)9・ 2, 3. ”

Korektoj por “La Revuo Orienta M (1937)
W. Bailey, L・ K.-ano

p. 108. 35/33. cian anst. ĉiam; forigu 
arkaika formo: tiaj arkaikaj 
formoj troviĝas nur en la
44 Dua Librone en la 
<4 Aldono "•

37/12. pocosゝ ne povos
p. 109. 50/31. Esperantistoj

54/ 4. Espzrantan
59/34. Kiel diras la noto 3 ,la

teksto havas la k sikaj unuaj 
jaroj; tamen la eraron ni 
devas forigi, enmetante la 
prepozicion en antaŭ la vortoj 
cititaj, ne per la akuzativigo 
de la frazo.

p.11^ 61/2& 33. Viaj anst. viaj
38 (duloke), 43. Vi anst vi 

(k」t mo, kiun 乙 poste forlasis; 
vidu L. Resp. p. 49.)

62/ 2. Vi ansr. vi
69/2〇 Nurnbergo anst. Nŭrnberg 
71/lb- " anst. "• ("La Revuo

Orienta 厂 havas ani)
p. 161. 73/15. forigu komon post cion

16. kun la malnova ordo kaj kun 
la konfuzoj

32. Esperan fa; Nurnbergo.
33. Esperantistoj
43. tni (ne dise)

75/ 9. /aris, estos “nst. faras^ estas
26. libera kun ĝo de

7C/ 1. hioけi da fiktivaj
10. mi anst» ni
3〇. vo'〇 elektinta, sed ne admi-

n istron4 a) 9 tuti egile
31. n de klubanoj" anst*

$ page de klubanoj c
32. •" anst. a.

77/11. neniel anst, nenioi
13. la erarojn ne vidas
14. mi vidas ilin klare
15 Numbcrga

78/31. forigu komon post zorgu
32. magazenoj kelkan nombron
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da ekzempleroj de lernolibraj 
Esperantaj (^n kiu ajn lingvo 

37. Esperantajn^ ni lasas
41.forigu komon post rimedojn 

79/15. A. F. Runstedt
23. propagado(La radiko propaj 

estis uzata flanke ds propagaれボ 

en la jaroj 18ら〇-1894.)
27. Esperanta
29. Esperania-rusan
3〇・ rusa-Esperantan
32. Esperantistoj
41.al Vi je Vta letero
42・ Via
43. Vi
44. Vin; Vi

80/13. promesi^ ke li trovos du 
novajn vastigantojn. Sed neniu 
povas promesi^ he li ion trovas, 
ĉar h

80/14. ; anst, post dependas de ni
42. Al s-ro T. anst. Al s-ro ].
43. Esperanta

81/ 1.volante anst. volonte
8, 9. Esperanta

16. laŭ la ortografio Esperanta^ 
aŭ lai la ortogra io de

23. difinite anst. definite

30, 35 (duloke), Vi anst vi
41.mi tradukis anst. ni tradukis 

82/ 4. Esperanta ” Esperanto
43. forigu komon post fari 

85/1!・ Vi; Via
86/ 2. estas (La R・ 〇. navas estos) 
94/31,33. ( „ „ 31,43)

100/2!・ Esperantistoj
109/ 4. forigu streketon
110/27. punkto post No

La noto * estas parto de la 
letero; gi devus stari antaŭ 
la linio 26.

こ4/35・ unu paro da ansも unu paro 
de en la noto.

117/31. sofismo (La R. 〇. havas 
sofisma

118/ 8. jes anst Jes
123/21. (La R. 〇. havas 12312T) 
125/24.( ” ，， 125/14)
12E/2& forigu senpaga
127122. senpaga anst- senpage 
139/3〇. forigu ekkrian signon (en 

la R. 〇. mankas 3〇.

144p2. neŭtrala anst neutrale 
151/33. Viaj (dise)
156/34・(La R. 〇. havas aust. anst. 

anst.)

Aldonaj Korektoj por la “ R. 〇/, N・ro 9

W. Bailey, L. K^ano

Ĝis antaŭ kelke da semajnoj mi ne vidis originalan ekzempleron de ia numeroj 62

Mi trakontrolis la notojn en & tiu numero; jen kelke da pluaj rimarkoj:

forigu 200118. Kanalossy

forigu 200/21. de la konkurso

aldonu 201/32. movon anst. monon

238/19. forigu komon post esperantistoj

241/19. ヽ » » 〇伽〇 i

kaj 64 de la malnova gazeto; mi havas nur manuskriptan kopiont kiu ne estis tute 
ĝusta. Sed nuo ĝi estas ĝustigita, sekve mi devas nuligi la notojn pri 200/18 kaj 200/21 
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kaj aldoni noton pri 201/32. 241/19 havas du komojn- sekve la plenigo u post af鈔い 

bezona. (27 Sept.1937)

* **

Eĉ nun la ĝustigoj de la 〇. V. ne estas kompletaj・ Antaŭ kelke da tagoj mi trovist

sed poste 乙 forlasis ĉi tiun formon, konforme al ia Respondo sur p. 48 de la Lin^rvaj 

Respondoj.(17 Okt.1937)

ke mi ne enmetis en la liston.

79/41.Viy Vla anst vi, via

42. Via „ via

43・ Vi ” vi

44. Vin „ vi

Kredeble estas tiel same ĉe 104/32 ĝis 40; en la plej fruaj tagoj Vi k. c. estis kutima,

MOVFORTO de SANGOCIRKULO
. de Niŝi-Kacuzo

tradukis Jui Ĉuunoŝin

Vortoj de tradukinto

Oni diras, ke mediĉino faris grandan progreson. Sed tamen, Ĉu tio estas vera ? 

Se jes, la nombro de malsanuloj povus malmultiĝL En fakto, tute male! Kion 

parolas Ia fakto, ke korpa strukturo de la homoj malbonigas kun ĉiu jaro, malgraŭ 

la higiena aranĝo perfektigas jaron post jaro?
Ĉu ne kuŝas grava eraro en nuna mediĉino ? Estas necese, ke ni esploru denove 

la mediĉinon ekde la fundamento. En verko u Sana Vivo" (Gesundes Leben), kiu 

aperis antaŭ nelonge, d-ro Kulbs, Prof. de Medicina Fakultato de Kola Universitato, 

skribas jene:
"Nia scio pri sangotuboj ankoraŭ nun estas tre mizera^ Sed estas facile 

supozoble, ke grava faktoro, kiu povus regi homan sanon, estos eltrovata en 

sangotuboj.^
Jam 10 jarojn antaŭe Ii, Nisi Kacuzo, eksĉefinĝeniero de subtera tramo de Tokia, 

malkaŝis novan metodon konservi homan sanon kaj kuraci malsanojn. Li posedas 

specialan lingvan talente n, k< j pristudis preskaŭ &ujn verkojn en Ufono, Anglujo,
/X

Germnujo kaj Francujo, kaj ankaŭ klasikaĵojn de Hino kaj Budaismo. Kiel la rezulto 

de lia lorigedaŭra studado en mediĉino kaj matematiko, li kreis novan teorion de 

mediĉino, kies fundamento kuŝas en tio. ke k movforto de sangocirkulo estas )a 

kapilareco en sangotubetoj.

Lia mova saniga metodo donis al la puoifko miiirkdan eflTkg ŭum niaftrjnga ternpo
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Praktikantoj de lia metodo kreskas kun ĉiu tago en mia lando, kaj ankaŭ en Usono 

de post lia vizito en lasta jaro. En Usono li publikigis sian novan teorion kaj la 

metodon, kiuj kaŭzis al la Usona popolo grandan sensacion- En venonta jaro li 

forlasos Japanujon por viziti Eŭropon. Lia celo estas publibigi sian studon ankaŭ 

en Eŭropo.

Mi kredas, ke lia viz:to ankaŭ kaŭzus al la Eŭropa publiko g'and^n sensacion
■

kaj servus al mediĉinistoj korekti la ĝisnuna eraron・ しi deklaris, ke li donos 15,000 

jenojn da rekompenco al tiu, kiu klarigos matematike la forton de nia koro, ke ĝr 

estas la movforto dz sangocirkulo en homa korpo.
Ĉu iu povus fari klarigon ?

XXX 
XXX

Por klarigi teorion de la sangocirkulo, unue estas necese citi la teorion 
kreditan kiel nerefutebla principo de malnova madiĉino, ke la Koro estas la 
fundamento de la movforto de la sangocirkulo・ Tiu ĉi teorio estas eltrovita de 
Willlam Harvey, kortega kuracisto de angla imperiestro, antaŭ 320 jaroj. 
Ĝis nun neniu kuraĝis korekti la teorion, nek kuraĝis eĉ dubi ĝian verecon, 
Sad tamen, ĉu tio estas la vero, kiu estas neŝan^ebla por eterne ?

En 1928-a mi la unuan fojon malkovris novan teorion de sangocirkulo- 
kiu estas la fundamenta vazo de mia saniga metodo. Ĝi konsistas en tio 
ke la movforto de la sangocirkulo devenas ns de pumpa funkcio de la koro 
sed de kapilareco en sangotuboj, kaj la kaŭzo de la kapilareco konsistas en 
vakua forto. Estas multaj klarigoj pri la vereco, ke la vera kaŭzo de la 
sangocirkulo estas la tirforto en la sangotuboj, kiel jene

Ie. Tio estas la natura fenomeno, ke la homoj kaj aliaj bestoj falas 
en malbonan apetiton, kiam ili estas malsanaj aŭ vunditaj・ Tio okazas nur 
pro tio, ke estu vakuo inter vejnetoj kaj sangotuboj・

2e. Se oni ĉesus manĝon, rekremento en la snngo kiel karbonata acido 
aŭ histamino aŭ kolino, tromultiĝas. La vejnoj, por forporti tian rekrmenton 
kiel eble plej rapide, vigle, faras kuntirfunkcion・ Tiu funkcio bone kaŭzas 
vakuon ĉe kun opunktoj de la sangotuboj al la vejnoj・ Tio sekve vigligas 
la kaが1arec^n, kaj por plenigi la vakuon rapidas la san2〇, kiu denove 
estas forpuŝata de kuntirfunkcio de la vejnoj・ Tiamaniere la sangocirkulo 
okazas sinsekve・

3e. Ciu ĉelo vivas, kaj postulas puran kaj perfektan sangon.
4e. La ĉelo posedas aktivecon preni nutriiĵĉlemanton el la sango cir 

kulanta ĉirkaŭ si. Se la sango enhavus venenan aŭ bakterion, la ĉelo 
rifuzus la sangon. Kiel rezulto de tio, oni farigas senapet辻a.
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5e. La sango konstruas karakteron kaj korpon de persono. Kai 
ĉar la venenitan sangon rifuzas la ĉelo, pulsobatoj malmultiĝas kaj pulso sen 
fortigas. Cu ne estas mallogike, ke al la koro estigas fortorigino, kiu 
cirkuligas la sangon ?

6e. Per kio okazas la sangocirkulo ĉe animalo, kiu ne havas koron ?
7e. Inter malaltklasaj animaloj estas tiuj, ĉe kiuj arterioj kaj vejnoj 

malfermiĝas en la ĉeloj n.
8e< Kiamaniere oni povas klarigi la cirkuladon el patrina korpo al feto 

ce gravedo ? Se la patrina koro estus malforta antaŭ la gravedigo, ĝi tro 
laciĝus, tiom pli ĉe du aŭ tri-feta okazo・

9e・ しau ĝisnuna kompreno estas kred 让 e, ke la sango, kiu estas kelko ble 
glueca ol akvo, estas cirkuligata dum 11 sekundoj tra 510,000,0 )0 sangotuboj, 
kies diametro estas 5.5 mikronoj, 4,609-ono de unu colo, per forto de ŝrumpiĝo 
de la maldekstra korventriklo, kiu estas kvarono de la kor〇. Sed kiu povas 
klarigi ĝian verecon matematike ?

10e. Se oni sekcas korpon, kiu mortis de infekta malsano aŭ de kronika 
malsano, oni travas la maldekstran korventriklon ŝvelanta kaj plena de 
sango. Sed al homo, kiu mortis subite de vundiĝo aŭ de apopuleksio, la 
korventriklo kuntiriĝas kaj eslas malplena. Kiel oni klarigas la fakton ?

lle. Ĝis nun oni kredas, ke la koro havas originan forton. Sed vidu 
la fakton, ke la kuranta tramo daŭre kuras, kiam elektro-livero ĉesas. Tio 
okazas de inercio. Ankaŭ elŝpruco de la sango arteria, kiu okazas je tranĉo 
de arterio, estas kaŭzata de inercio.

12e. しirkaŭ 26 tagojn post gravedigo feta koro fariĝas S forma, kaj■
post 6 semajnoj ĝia formo iom perfektiĝas. Sed oni ne povas vidi, ke ĝia 
funkcio estas la movforto de la sangocirkulo en la feta korpo・ Oni povas 
kompreni la funkcion, s巳 oni vidas la ekeston d已 kapilareco pro ŝveliĝo de 
la arterioj kaj ŝrumpiĝo de la vejnoj.

13e. Arteria tubo havas karakteron ŝveliĝi lau strukturo kaj nervo- 
distribuo.

14e. Vejna karaktero estas kuntiriĝi laŭ strukturo kaj nervodistr buo.
15e. Se oni rigardus langon de rano mikroskope, oni vidas sangoglobe・ 

tojn fluantajn en la plej diversajn direktojn, kiel muso kiu perdis la vojon. 
Per tio ĉi oni devas kompreni, ke la sango ne estas cirkulata nur de la 
kuntirfunkcio de la koro kaj la artenoj.

16e. Laŭ la teorio de rezistanco ce vejnaj tuboj, estas plej nature
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konkludi, ke la koro nur prezentas sangujon por ĝustigi flukvanton de la 
sango.

17e. Se cni esplorus la homan korpon laŭ tiu ĉi teorio, en estonto oni 
certe ekigos la interŝanĝon de sana koro por la difektita.

18e- La fakto, ke fastado estas bonefika por preskaŭ ĉiuj malsanoj, 
devenas de tio, ke ĉe la kunigpunktoj de kelkcent milionoj da sangotuboj 
kaj da vejnetoj ekaperas vakuo. Tiu ĉi vakuo estas la origino de la movforto 
korpe kaj anime, kaj ne la koro. La koro kuntiriĝas, ĉar kelkcent milionoj da 
sangotuboj tiras la sangon el arterio per la kapilareco kaŭzita de Ia vakuo. 
Kiam la elasta arterio ŝveliĝas, en ĝin fluas la sango el la maldekstra kor- 
ventriklo. La malplena korventriklo post la ŝrump ĝo elprenas la sangon el 
maldekstra atrio・ しa granda eraro de ĝisnuna medicino kuŝas en tio, ke la 
maldekstra korventriklo liveras la sangon al la arterio per ŝrumpiĝo.

19e. Animalo estas malsata de naskiĝo. Tio estas vero biologia. Postuli 
nutraĵon estas nia instinkto komuna al ĉiu vivaĵo. Sento de malsato estas

■

unu el la diaj aranĝoj de fenomenoj- Malsato kondukas nin al progresot 
krimo, batalo, hommortigo, memmortigo aŭ al kanibalismo. La malsato ja 
estas la motorforto de ĉio< . ： /汀e;血

20e・ Estas vero, ke la fastado estas la plej bona rimedo por profilaksio 
kaj san:go de ĉiu malsano, sed ne erarkomprenu, ke oni fariĝus sana nur 
per malmultigo de man gajo. Oni devas sekvi 41 Nisi5, metodon de fasta 
terapio, kiun mi mem iniciati s. Japana proverbo instruas, ke ‘‘ al malsatulo 
oni ne devas doni rizaĵon sed kaĉon ''・ しa kialo estas nur por eviti intesto- 
obstrukcoe

21 e. Nisi saniga metodo staras sur la fundamenta teorio, ke la vera 
movforto de sangocirkulo kuŝas on la kapilareco, kiu okazas en la sangotuboj 
distribuataj.1,300,003-1,490,OOO en unu kvadrata eo!〇 de la korpo, sed ne 
sur la malnova teorio, kiu insistas, ke la movforto kuŝas en la pumpa 
funkcio de la koro.

22e, Tiu, kiu instigas la funkciadon de ĉiu homa organo krom la koro^ 
estas vaga nerv〇. Simpatiko kontraue efikas por ĉesigi la funkciadon de 
la orRan〇. Tiuj ĉi kontraŭaj nervoj laboras ĉe la koro tute alie ol ĉe aliaj 
organoj; simpat ko instigas koro-funkciadon, kaj la vaga nervo kontraŭas 
la simpatikon. Unuvorte, la funkciado de la du nervoj estas tute kontraŭa 
inter la koro kaj la aliaj organoj・ Kiamaniere oni kuraĝas klarigi tiun ĉi 
kcntrauecon laŭ la malnova teorio ? Se lau rz:ia nova teorio Ĵ鸟la sango
cirkulo, tiu ĉi kontraŭeco estas facile klar氓Ula
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Laŭ kalkulo de Martin Vogel, la nombro de homaj sangotuboj estas 
510,000,00〇. Se ĉiu tubo havas 20 da sangopremo, kiel granda estas la tuta 
sumo de la sangopremo! Ĉu oni povas konjekti» ke la koro posedas tiel 
grandan forton ?

Mi klarigas alie; Vasteco de arterio tuj apud la koro kaj tiu de tutaj 
sangotubĉtoj kaj tiu de vejno tuj antaŭ la koro, en ordinara stato, havas 
proporcion de 1:800:2・ Kiam oni faras korpo-ekzercon, la sumo-vasteco 
de la tutaj sangotubĉtoj eĉ triobliĝas. Kiel oni jam diris, la vejnoj laboras 
per sia kuntiriĝo. Kaj se karbonata acido au histamino venus en la vejnojn, 
la ŝrumpiĝo de la vejnoj vigligas kaj puŝas la sangon rapide al la kora 
Kontraŭfluo estas malpermes让a de valvoj en la vejnoj・ ・

Tiamaniere la sango estas sendata, ekokazas vakuo ĉe la kunigpunktoj 
de sangotubĉtoj al la vejnetoj・ Kaj la vakuo siavice tiras la sangon por 
plenigi la vakuajn spacetoj n. Ĉe tio ekokazas la kapilarec 〇 ・

La ĉeloj de nia korpo estas nutrataj de la sang〇. Se la sangoenhavus 
en si venenigan substancon pro malsano au eniras en sin veneno el ekstero, 
Ia ĉeloj rifuzas la eniron de la sango・ Tio estas la kaŭzo de malbona 
apetito, kiam oni estas malsana. Lau la nuna medicino oni estas maltrankvila 
je malboniĝo de la apetito, kaj timas mankon de nutraĵo. Kiel kontraŭ
natura estas tio! Kiel dirite supre, la vejnoj, per helpo ds valvoj, sendas 
la sangon al la kor〇. Tial d-ro Laubry nomas la vejnon dua koro. La 
vejnoj okaze ŝveliĝas pro troa livero de nutraĵo au de alia kaŭzo. La 
ŝveliĝo de la vejnoj unue difektas hepaton・ Sekreciaj。de la hepato estras 
peristaltan movon de intesto, kaj tial la difekto de la hepato tuj influas la 
funkcion de la intesto, al kiu ekokazas paralizo aŭ ŝtopiĝo. Al tiu difekto 
sekvas la ŝveliĝo de la sangotuboj en la cerbo, kio estas la kauzo de sangado 
en la cerbo.

Cetere, la fundamenta teorio de kuracado de malsanoj kuŝas en la 
formigo de la vakuo. Por tio malsatigado, t・e・ fastado, povas esti la plej 
bona rimedo.—Tam巳n estu prudenta, ĉar senzorga fastado estas tre malbona. 
—Fastu nur laŭ mia metodo, aŭ manĝu agaragaron por mallonga fastado 
okaze de malsan〇・ しa agaragaro posedas nenian elementon kiel nutraĵon, 
sekve oni malsatiĝas. Sperti malsaton estas tre grava por la korpo・ Inter 
la homoj estas tiuj, kiuj havas difektojn denaskajn, au tiuj kiuj havas 
nekonatajn malsanojn・ しa fastado ne nur rimarkigas al la fastantoj tiajn 
d迁ektojn, sed forigas ilin- Ciu vivaĵo estas malsata denaske, kaj deziras 
lakton de sia patrino. Ci tiu deziro al la ffiango estas Ia unua paŝo de 
nutrado de ia korpo.
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PLIMULTE PRI
ESPERANTAJ ETIMOLOGIOJ(II)

HUDITA-Syuzo

agnoski agnoscere CL), derivita de latina ad・(adicii) kaj gnoscere (rekoni\ 
Rim. Ne konfuzu ĉi tiun radikon kun agnostika a 9 kia etimologio 

estas agnostic (A), al anostique (F), kiuj devenas de greka d (ne)4- 
丫ソ3(jてi&6s (konanta), kaj sia signifo estas dubema al la konebleco de 
Dio.

•end- Eble el latina konjugacia sufikso ・endum de dividendum, kiu estas 
neutra de la gerundivo de latina verbo dividere. Div d^nd angla vorto 
el la sama radiko, signifas nombron aŭ kvanton, kiu devas esti dividata, 
au estas div denda9 \ 卫;$苗:它:rフ”ハた临 扭 小■

frez i En rusa lingvo /reza(0pe3a) estas frezilo. Eble la verbo estas farita 
de la rusa vorto.

-ing・ Kunmetante du radikojn » fingro « kaj » ringo «, Zamenhof faris novan 
vorton fingringo, kiu signifas » ĉapeton, en kiun kudrante oni enmetas 
la ekstremaj on de fingro por ĝin ŝirmi.« (P・ V・ de SAT ノ Forigante 
fingron el fingringo restas -ing. kiu estas farita je sufikso » signanta ob
jekton, en kiu unu alia objskto aŭ membro estas parte enigita kaj fiksita, 
ĝenerale per sia ekstremaĵo.^ (P. V. de SATノ

fi n gro + ringo=fin gringo
fin^ring-fingro=-zn^

Rim. fingringo similas ortografie al la angla fingring, tamen ili 
ne estas de sama signifo aŭ sama etimologi〇. Aŭ -ing tre similas 
al la angla sufikso -ing, kiu estas la konjugacio de participo pre・ 
zenca. Sed ĝi ne havas la sencon, kiun la esp-a vorteto havas. Ne 
konfuzu.

jen Dĉ germana jenert demonstrativa pronomo, uzata adjektive, signifanta 
»tiu <c, estas farita esperanta adjektivo jen-a. Fori ロnte adjektivan 
finaĵon fariĝas jenf kiu signifas »vorton, uzata por montri ion 
proksiman el la spaco aŭ en la tempo.« (Kabe)

kokr i estas »trompi sian edz(in)on « (Plena Vortaro de SAT)・ Mi ne povis 
eltrovi proksimuman radikon en nacilingvo. Vidu ĉi-suban diagramon.
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kokrita edzo •…cocu(F ^Hahnrei (G)

cock (A)=coq (F^Hahn (G) 
ゝ / .

k)k-o (E) + M 
ゝ / 

kokr4 (E)

Hahnrei (G) kaj cocu (F)signifas kokritan edzon, kaj coq (F) kaj Hahn 
(G) estas koko. Tial kok-, kiu devenis de coq aŭ cock (A), kunigante ・ア, 

kiu venas de germana sufikso -m de Hahnrei, fariĝas esperantan radikon 
kokr-i.

munt-i monier (F) mount (A). Franca monier korespondas al la senco. 
Ĉar la radiko moni- havas ali;:n signifon, muntd estas farita anstataŭ 
monigi. Antikva anglosaksa estas muni. Tial se oni prenas u anstataŭ 
〇 en la silabo, tio ne estas senrezonebla-

Pri Personaj Pronomoj
Ciuj personaj pronomoj havas t por iliaj finaĵoj, tial ili havas konforman 

konstruado n. Kaj iliaj komenciĝantaj literoj havas devenon en nacilingvoj, 
kion oni vidus en ĉi-suba klarig〇.

1- a persona ununombra mi de me, moi, ma9 mon, mes(F), rne, my, mine
(A), rne mei(L), mij (FI. Ned), mi^ (N), m ne (Rum), meint mir, /nich
(G) .

multenombra ni de nous, notre, nos (F), nosotros (H), noi (I), nus 
(Rom、・ ・

2- a persona ununombra ci de Zi (Ab), /hou, fhy, /hee (A), /u, ioi (F), lu
(H) , te (Han), /u (I. Lat), ty (P. Slov. Ĉeh), th (Serb. Ukr),如 /une (Rum), 
tw (R).

Rim. Nacilingva t ofte ŝanĝiĝas al c. Tial ti aŭ similaj silaboj 
foriĝas je cl
multenombra vi de vous, votre, vos (F), nosotros (H丿，voi (I), vus 

(Ram), voi (Rum), vy (2eĥ. Slov), bb (Ukr. Serb).
3a persona ununombra vira Zi d? i/, Zui (F), ezli (I), el (Rum. Rom). 

virina si de she (A), zi)(Nsd), sis (G).
neutra ĝi por tiu ĉi vorteto mi bedaŭrinde ne povas elpensi ĝian- 

lingvistikan bazon・ Gesamideanoj bonvolu sciigi min pri ĝia etimo
logio !

multenombra ili de :Zs, eZ;es (F), ellos, ellas (Rom), illi (L). 
resenda pronomo si de si (H・ Ĉeĥ. Slov), s? (F. H. Rum), sig (Nv.
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Sv), sich (G).
nedifinita pronomo oni de on (F), one (A)・ 

ŝkot o Angla stock havas multajn signifojn de kiuj estas:1・ disponeble 
kvanto de varo, kaj 2. tenilo de ankro・ Por unua signifo tiu ĉi vorto 
estas esperantigita kiel stok o.

Por la dua, diferencigi el unua signifo, ĉi tiu vorto estas esperan
tifita kiel skoto, interŝanĝante t kaj h・ Sed skoto estas la nomo de la 
popolo (Scot) loĝanta en la norda parto de Britujo- Diferencigi el tiu 
ĉi signifo oni ŝanĝiĝis s al kaj tiel fariĝis nova radiko ŝkoto.

Preseraro (R.O. N-ro 11)

正 .匕ソ 誤
p. 22,(1・)14. gi

» ” 以 fi^uier figuiere
” ” 29. ui uĵ

エスベラン トの歌を歌ふ

秋山日出夫

今囘エスペラント學會に依って計畫、募工'當選歌建表にあたり私共リーダーターフェルフェ 

・インが此の發表並びにレコード吹込をお；I受いたしました力ゝ責任の大いなるを思ひ、學會 

の岩下氏並びにエスペランティストであり私共“ソパーの一人である安井君の發晋指導によっ 

て、兎も角コロムビア吹込を終了.其の紀果は心配Hがらどうやら終ったといふ氣安を感じて 

ゐます。あと大會（出—日）を控へて”ンパー一同張切ってゐます。元來私共團蜃が素人のみの 

寄合であり十三年の間此の極の合唱運動によって體得したことが家族的であらねばならぬ、氣 

安く氣第のない寄合であらねばならぬといふ事でした。それが丁度岩下氏から聞いたエスペヲ 

ンティストの方々力:枇界に半日をあらしめ奮勵邁進されっゝある現在のゆき方と何かしら私共 

の合唱運動と相通ずるものあるを思ひ今囘の此の企に對して心からなる感謝と敬意を拂ふもの 

であります。

エスペラントによって歌をうたふ、勿論龙ンパ-~同初めての事でしたが.當選歌の安易な 

嵐そして私共日本人には他國語のどれよりもエスペラントが親しめる樣な氣がして氣安く練習 

が出來ました。僵逸ではペートー-ンの第九すらエスペラントによって發表されたとか聞いて 

ゐます。何卒學會の發展と共に、大衆に喰入る力最も良き指導方法として私の信ずる合唱によ 

る運動も先々お心に掛けられて御姿展の一助となされん卒をお祈り申上げます。
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エスペラント發表五十 年記念募集歌曲當選作

これは!1月號で發表した一等當選曲です。 

第25囘日本エス大會第1日の席上東京り 

ーダー・ターフェル・フェラインの合唱によ 

って發表され,コ〇ンビア・レコードに吹 

込まれてわます。

Al ia Fratoj
一 L.L. Zamenhof—

壯重にM.M.」=96 飯田信夫作曲

Kun majesteco Nobuo lida

ゝ

ru> fra • toj a • ma • taj,
raŭ nok・• to sen lu • no,
kut ve • ku kon< stan ・・te,
Io, san • kta la ・ fe • ro»

das nin re • kom-pen • eo



La mon • do dor • mas
Ne ti • mu ri • don,
La ven ■ ko<—bai • dau
La plej ma • jes ■ ta

roi 
ne, 
toni 
nos;
ca:

r
Ni ba - ta • la • du

tosSed jam le • vi ・
Vo • ku. ho VO ・ ku,
Le ・ vos la ka ・ pon
Ni • a la « bo • ro

ku • ne te ・ na - taj
bai -dau la su • no.
ri -pe < ta • dan - te,
ni kun fi • e ・ ro,
kaj pa • ci -en - eo

(89^ 畝
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大會規約神戶案に關して

相澤君に答ふ

神戸エスペラント協會

本文は直接相澤君へお答へすべき處本誌十月號に君の私見が公弗せられたるを以て再び 

R・O・誌上を拜借せる次第なり。

神戶案に關I本誌上に堂々私見を發表し其驱心の程を示したる相：君に深 < 敬意を表す。率 

み得べくんば君の藍警を傾け改良案の具!E的无示告くは改良すべき缺豐の指摘亍唆を希求せる 

次第なるも库に筑點を峯げ指導を乞ふと述べられしのみならば又已むを得ざりしなるべし・

神戶案の骨了は

一.議決療 二、代表機關 三.前芬付金

の三項主要分子に相違無きも・四.開3地及招弑者几問出も亦等:T視すべからず

神戶案は貴說の如く實行に當りては相當の忍耐を要す。かゝるが故によ案ま新奇を好む新人 

諸君に歡迎さるを目標とせず余輩の如く數年若くは二十數年來Persistecoを唯一の武赛とし 

て運励に從事L來れるものを對象とせり。余輩の就測によれは余・と;!I、にエス運動に參加せる 

當時の:書生連は今日に於ては兎に角一人前の市民となり、運動の方而に於ても各地の中心人物 

或はPatronoとして存在せる現狀に鑑み、其朋輩も余輩と一妹の觀念を有すと信ず。故に神 

戶案も從前ならばいざ知らず現在に於ては旣に實行のお期に到達比りと・置惟す。吐點君との問 

に見解を異にす。卽ち才、案は實疔の機熟するを待ちたるものにして更に作文の爲に數星霜を閱 

したるに非ず。

議決權所有者に關して

議決權を金錢にて購ふが如き感あるを以て不愉決なりと迄は極言しあらざるも."しか謂っべ 

き意識潜在せる如く思惟せらるゝが、そは理解の本末を轉到するものなり。

議決槌を所有せんとする程の者は先づ'』方會に關與し以て地方のエス運動に戳力し且は又大 

會を支持すべく誠意の象徵として前を付を行爲に顯現すべしと理解せよ〇

ノ個人エスペランチストは地方會內の輿金を自說に導き尙大會に客加して諧々の辭を振ひ堂々 

論陣を張れば足る（第十三條琴照）以て議決榕無しと雖も充分所信を徹底せしめ得る。斯くて 

大會は全エスペランチストの總意も反:央し得るには非ずや。おるに從來の如く出席者のみの叢 

決に委すとせば如何に多くとも數门人の意に過ぎざるべL。何づれ力:大會をしてより完全なる 

最髙合議機關たらしむべく選ぱるべき制度なりや論を俟たず。

又旣に前寄付制度を採用せる大會に臨むとせよ。一個の地方會とも稱すべきものが僅々五□ 

の寄付を爲さざるが如き事想像し得ろや。新興會ならば一ヶ年待つ寛容なるべく若干の個人に 

議決廉無しの故を以て立騷ぐは餘・にセンチならずや。

尙提案は第三十五條により會閃强前に艺表されおるを以て個人は充分地方會等に於て討論 

し得・此點合せ老雄すべし、特に代 斂毀は自己の檢觎誌に此生案Ĵ項を發表すると同時に自 

己の所信を披隐し幫るを以て殆んど輿論を支配し得るには非ずや。

有議決龍代表は一單位に付一人一票より。

之に關し未だ従義あるを聞かず、貴几に筑義ありと聞きて余輩恐愕せり。余輩は斯の條文を 
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以て足りと信ずるも尙不安ならば第十五條及第十六條に夫々但番を設けて「代表ノ議決權ノヽ一 

名ニ付一票トス」「代表ハー單位ニ付一名トス」と蛇足せば可ならん。自信とは余輩の场手な 

る言ひ分にして之を側而より觀ぜば逻鈍なる余輩の事幾年かゝり作文せるとせんも此程度の瑕 

疵あらん、余輩の希用せるは此裡原理に對する貝體的改造意見なり。

とまれ貴君をして「禍を後此に殘すべし」と迄慨嘆せしめたる事につき余址甚だ以て還憾と 

なす。君にして多額の前啓付を為すとも不都合なる野心あらは怨眼なる準備委員は之れ同条し 

第三十二條を適要すべき仕組なる事を銘記せよ。

委任狀は大會を支持する地ち會にして都》により代表を派遣L得ざる場合■世會の代爻に委 

任するものなり、無論旣提案事項に關して倉の間に意見を異にする場合もあるべし、夫は已む 

を得ざるヲ第にて別に不都合なるに非ず、此點無理笄段し委壬狀をかき集めて出 するインチ 

キ會社の總會とは自ら兀態事情を異にするものなり。唯受任者は有議決權代炎に限るとしたる 

は將來垂发議案禅鞍。際.代表として出席する程の者に委任する方が寧ろ確實なりと考ふる所 

以なり。委任狀を認めざれば變な事になるとは萬一出席代表少數に過ぐる虞あらんを君虑せる 

ものなり。

代表機關の毎大會選定は固執せず

代表機關の選定は每大會にを爲すの絕對は理屯無しと雖も故廡きに本條を揷入せるにはあら 

ず。卽ち大會の實狀を見るに參加者は年々ネI當虽新探代謝をなす。此新參加者の页前に於て比 

表機關に關する若干の說明、感謝選定及將來の委囑を盘すは大會の行事的莊銭を深め構成美的 

藝術味を豐にする意夷あり。其爲に時を借すに二十分もあらば事足其煩に堪えずと作占するが 

如き事あらんや。 ..

貴君の憂慮せる如く茁一代衣機關の選宣に し議場紐糾する力:如き時代到來するとせばそは

日本エス界の昏迷に非ずして器し黃念時代の出現ならん。

代表機關の毎大會選定に關聯し神戶の輩は殊更に學會の實力を無視し或は學含に對抗する機

の出現を慮るものゝ如しに至っては余命又以て何をか云はん。

前書付金の意義

之は漫然たる寄付に非ず.各會が大會を通じてエス運勤の資金を調達する意義を有す。然る

に其第一步より餘りに犬仕掛の計晝を樹つるは無理なるべしと思惟し先づ人會費用の醵 1｝より 

出表せる次第なり。各內の努力により多額に集漬し得る時期にも到來せば之をドシドシ代表機 

關の;！動资金に充當し以てエス運動厂擴大嵐化に資せよ。姿するに此方法を大會の一計畫とし 

て行ふ豫定にて立案せり卽ち大會招請者側に於て前寄付金の !途に付大證の豫算案を提出すべ

き理由のーなり。

因に前芳付とは何處其處に大會が開崔せらるゝの故に爲す或は爲さずと云ふ代物に非ずし 

て、各會が小にしては大會.大にしてはエス運動の爲に醵出し、?:會が聖戰の資金の一部を分 

擔する賦栗金に外ならず・よって議央龍にも關册し.金額につきても整理とのみならず血用上 

の見地より相當の;Ŭ肘を受くべき結果となりたり。

學會第一主粪 ' ・ '二’ •：

至極結構同礙に堪へず。貴君は曲解せるが如きも余鬣も亦學會第一主義なり。唯合法的の手 

順を經て之を逹成せん事を願ふのみ.即ち大督は全國沟唯一の協議機關なるを以て.大會の決 

儀を經て學會を代表機鬲と呼びたき念願に外ならず。全國的協讓機關の決議による代表 

は卽ち中心機關の事なり。
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成りの決嚴的支持懸きにも拘らず中心機關なりと稱するは勝手なれ共自然にLて飽迄合理的 

なるには非ず。

學铉第一土義者の一形熊に财的支持法を講ぜずしてーにも學會、二にも學會と・學會へ註文 

と仕书のみ持ち込み以て皐禽をして忠鳴を上げしむる向あるが如きも、學會の悲嗚とは取りも 

直さず在京同，也の悲鳴なるが.此點を是正するにつきても杠當考慮せるは种戶案の內包せる必 

要なる點なり。よろしく再液討を爺望す。

全 に乱在せ・るエスベランチストは數篦を下らざるヾしH•恐らくは總て學會の支持:?!ならん 

も實療の學會の會員数は僅々其一割にも赢たざる現狀は何を語るものなりや、此現實の中に於 

て眾的なる又感傷的なる學會第一主義を主張するけ余輩の全く採らざる處なり〇

先に岡本君が發表ヤる第•主義は實力養成に其基礎を置きたるが如し、之は岡本君にして始 

めて主張し得る却にして余輩は彼と同じ目的の爲に犬會なる他の重要なみ機閱を極力運用し得

るヵ;如く規"案厂勘させるのみ。

少數の協會員或は學會員わみエスペランチ夫 

ず今日に於ては多極多樣の意味合にてエスペラ

卜として存在せる二十數年以前ならぱいざ知な

ンチス i乍すヽ此大衆を統制し以て一の學會

の下に あせしむる煮には柘當ノ）耳順を經過すべきものなリと信ず。

今年に大會と學會總會とは同じ靑味のものなるかの如くに考ふるは認・不足なりと廳定す・ 

且上記二&が同意味に井ずと理解する者を學會に對すあ反逆者なりと解するは餘りに感傷的に 

して余輩:唯々茫然たるのみ。 一

締諭として貴君工大會規約は慣例を若干整理成文化せば足り飛躍/因Fを婆せず歷史は云々 

と特記せり、此點に關して同意見の同志も多々あらん。嬰するに見禅の相違にて致し方無き次 

第なれ共.余護は決して之に滿足する事能はず■遂に裁案を起草し以て輿踰を喚ませんと努力 

したるものなり。

叫余輩の異とする處は劃期％規約を藝せずとの意見ならば何の敖を以て割卫的規釣を婆辻ざ 

るやの根本諸點を强凋せば足り敢て神广案"、節に涉り硏究の耍なきが如し。

惟ふに貴君は此度神/:案中の宪戲研究に名を藉り、之を排擊せんとしたるは余輩の抱懐" 

學锂第一主義を異色の危險思想と誤解し學會擁護の爲奮担せられしには非ずや。

以上率直に所信を披歴し貴見に答ふ。

kl上

記念大會漫步記

九ケ國會議が. 洲で開かれたが、餘り振はない中に、日探伊防共協定力:成立し、街々の店

頭裝飾に、ノ、ーゲンクロイツと伊太利の國旗が日の丸と共にかざられてゐる。ニュース映画塢

の前には、人々が長い列をつくってゐる。

こうした歷史的な時代の中に、エスペラント運動史上に於いても亦歴史的な第50周年記念、 

日本工夫ペラント犬會第25囘を、日本の首都東京で開くことになった。11月の中旬から、始 

められ帝祁の燈火管制のため、大會準備の中心・日本エスベラント學會い 黑藍が階下の硝チ 

窓全部にはりめぐらされ、口月の氣候ではあっても、暑苦しい感じである。この中で大會役員 

は連夜いかに电非常時下の大會にふさわIい準備に忙しかった。幹事長の小坂瓦は・畤局で多
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忙の中を毎夜役所から學的に足を運ばれて.幹孤その他の係員を指溥しfco Kongreslibro 〇 

編氣 晝養券、レコード券等の作製まで小坂氏の手によってなされた。-方三宅書記は會揚、 

其他の雜務の責任を一手に引受けて、手や足が何本川っても足りない有樣。

大會の前日

いよいよ大會脣明日に逼って、學會には人がハンランした。東大翳學部のエスクラビーダゲ 

ル-ポの同志が.i：.になって、が麗己西三氏の指揮の下に、會場の飾りつけ、その他に必要な設 

備の配置に、神田〉川小路敎育會館で大童。5時を廻ると・晴れた秋空もやうやく、周圍の物 

がハッキリ見わけがつかない位の光線になって了ふ。電燈をつけることを禁止されてゐるので、 

うす暗窗の中で・モザウ紙に墨汁の筆を走らせる。遂にあたりは眞黑になって.引上げるため 

にゝインキのフタを搜すので.新:E紙に火をつけて、床の中を（まふ騷ぎ。

つきあたりさうになる口轉車.るような強烈な自動車のヘッドライト、の間を縫って 

學會へ。こゝで疗人々が右往左住。輪轉機を廻す人。ソロバンをはじく人。封筒に何やら洱 

きつけてみる人。Mandatoを書き上げてゐる人。翌日のSalutoの原魁に頭をひねってゐる 

人。悠然と談話にふけってゐる人々。しかし一番澤山の人々が動員されてゐるのは、出席者に 

手渡す狀袋入れの仕JTだ。8時を過ぎてヤット出來上って來た、記念大會*ダルは一同を豆ぱ  

せる。銀の地に、日本の地形と、世界の地形が浮いてをり、綠の星がその中央上に輝いてゐる。 

この満圖は常識的だけれど.ひどく人々の心に美しさを與へるもの力:あるようで、大評判だ。 

この記念メダルが欲しい人は日本中の同志の中に相當あるだらう。出席しなくても、このメダ 

ルを胸にかざるために參加申込をした同志もあるとか。300人を突破しようとしてゐる申込み。 

この出席者に手渡す狀袋に.メダル他品々を入れこむのに一仕事。こうした澤山の人々の顔の 

中に・ ノ、ルバル地庁からやって來た同志ノ顏が見える。大阪の川崎直一氏.石川縣の竹內藤吉 

氏、大分の小乌田・雄氏、金澤の吉川友吉忑等々。一步外へ出ると暗茗だ。こうして大會の前 

夜はふけてゆく。

第1日（11月21日日曜日）

この如;神田今川小塔の敎育會館帮堂へ.第25囘日本エスペラント大會に出鹿すべく人々は恙 

ぐ。婦人聯盟の同志が受付に頑提って忙殺される。

綺鬼に新しく壁をぬり立てた會場正而に口の丸の旗と、綠の星がはられてゐる。場外の受付 

のあたりには本年ソノ大會が記憶すべき事實の一つとして、實業エスペラント分科會の努力によ 

り集められた、エスペラント語を實用した品えの展覽された机がならんでをり、その中の…部 

は賣品だ。Jubileoと金文字を亥IJ印するfonto plumoや、Al la Kongresoと書いた汽車の 

玩具。Haŭto Sauigaのゝ鹼丿紙ナイフ。藥品等々。賑かな口開きだ。この中をペートウ・エン 

の笫六シンホニーが、力强い撮聲器を通じて快調に流れ、會場外にあふれて、開會を待つ容加 

者の心に喜ぱしい感情がたじょふ。

それと共に《Al la Fratoj»の

< Forte ni staru fratoj amatoj

Por nia sankta afero!…・か

のメロディオが.新鲜な協力の精神を皴欠する。

家加者は遂に300名を突破して.I君力:代」の日本語齊唱によって■大會时開かれた。この 

ことは最近にないま實である。大致紐細委員長美野田氏の挨拶。エスペーロの合唱は聲高らか 

に歌はれた。大會會頭.大和和三郞氏の演私 畐IJ會頭、藤澤氏のflua parolado.各代表の挨拶。
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この後「エスペラント運動功勞者」の表彰がとり行はれた。月本喜多治、千布利雄、福田國 

太郎、Edward GaunUett,黑板勝美.武藤於兎、野原休一、丘浅次郞、高楠順J郞・髙橋邦 

太鈿の睹先生の名が・大石會頭によって呼ばれ・萬場强い拍手をもってこれに讚美を表した。 

それから開會の最初から演壇に座をしめてをられた.月本、野原、丘、高橋（代理）氏の 

pionirojに、夫々Ora Mediloが贈られた。力强い拍手はしばし績いて.輝かい、先輩の過 

去の功績をたゝへた。

畫餐を急いですませて倉場へ戾る。

「リ-ダ-・夕-フェル・フェライン」合唱冈が登場する音樂會だ。« Al la Fratoj »の懸賞 

募集から、レコード次込みまで.陰に陽に盡力した岩下順去郞氏が.モーニングの正奘でゝ同 

フェラインの紹介を面自くやる。«Kanto de FL:gox>0日本篇の三つの歌。こゝで拍手、又 

拍手。アンコ-ルで、十數名のmembrojは再び登場〇軍歌を歌ふ。少憩の後、呼物の《Al 

la Fratoj».エスペランチストの兄弟達の心をむすびつけるザメンホフの精神がこのメロディ 

ーオによって.更にひしひしと迫る。伴奏は川村倍 ・郞氏。

作曲した飯田氏に寄贈するザメンホフのブロンズ像が、ピアノの上に、飾られてあるのも懐 

しい。

23 から「學か維寿員總會」。

小坂氏座辰席につき・來“度の計畫として、Revuoとしernantoとの合併を語る。三石氏の 

會訂報苦、三宅氏の事業疲吿.久保氏の後援會耳•吿・意見、質疑應:客に入り・色々な奔望が開 

陳される。「Revuo と しernanto の合併により・ Ŝparita parto de la membra kaso を en la 

rilatoj kun la Kongreso kaj ĝenerala movado.に振り向けられたし」との進藪氏の髭望〇「事 

局を反映して、エス運動の促進をはかられる方法なきゃ」.との多羅尾氏の意見等々。仲々の活

發な議論が乐開! 、非常時.を思はせる。

3.30から協議會

1934年長崎の大會で成立した.「大會規約制定に關する特罗委員會」の報吿が、進藤氏から 

あり.大會の議事進行規内を發表し、賛成を求める。多くの質問討議の後可決。その後この委

員會を ⑴解散 ⑵ 存續 ⑶ 改造の點で、これ又論戰。擧手による投票0存續に決定。

燈火臂制下の夜がせまって來たので、プログラ-その「エス文献の冶加方策J「學佼に於け

るエス語の採用」は慰見の交換が行はれなかった。

第2日（11乃22日月曜日〉

分科•會の日。敎育囱詰にて。

佛敎.キリスト敎、文學、科舉.賞業、婦人.電氣、碑生、敎育、鐵道■の1〇分科會が開

かれた。藥學は前日別の場所で行はれた。営業分科會は 吃氏等の前々の準備すばらしく・出

席者も部屋一杯で・熱心に討議した。恐らく豐業方面に於けるエスペラントの活IJをこれ程高 

く読讖しようと試み.その努力をした.實策分科會は本久會ノ）一つの特徵と云へよう。國際Ĥ 

戻聯盟のdelegitoの會合はこれと時刻を同じうして.同會場に待たねた\非忙時ドに於ける

國際的なdelegitoの組織であるから愼重なしかし深い意見の交換が行はれた。

尙注目すべきことは、佛敎、キ9スト敎.敎育の三分科會に於いて井常時局にあたり、Ĥ・

ペラントを大いに利用すべしとの決議がなされたことである。

第3日（11月23日火曜日祭日）

この日も第1日同樣快晴。大會人學。
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«Vivo kaj Senvivo de la vidpunk⑹de ĥemio»と題し、今年初頭フランス留學を終へて 

歸朝した江上不二夫氏力;專門の硏究を、流暢な力强いエスペラント語て發長。

「動詞Timiの用法に就て」文弘研究の大家佐々城佑氏が日本語で講演した。timiがザメン 

かフの著作の中で如何に便はれてゐるか、豐富な引用例をもって說明.聽衆の興味をよび起し 

た。

«Pri la sangptipoj». Di・〇淺田一は、法翳學の泰斗。この人のこの研究がエス語で話される 

ことは仲々にない機會と一同耳をそばだてる。

晝餐會は軍入會館で。出席者120人。

再び敎育會館の講堂へ歸ってヽ分科會の報吿、進藤氏のIEしの報吿、言語委員・川崎氏の 

報吿がある。

尙大會間際に・金澤の: 川氏から「世界に時局を認識させるためエス文のパンフレクトを作

製せよ」との緊急動議があったが.之は從來の大會の慣習から云って豫め定められた期限迄に 

提出されKongreslibroに印刷された提案以外はとり上げないことになってゐるので上提され 

なかったが、その手紙は雷記の手によって.閉會式の終りに期18された。又靜岡の高橋氏の印 

刷物も書記によって朝讚された〇

それからお炭れの會として、出鹿者の中で.各地で江躍されてをる同志の名が.司會者石黑 

氏によって、紹介され、各々立って會衆に顏見世をする。なごやかな狀景。

<Espero»をのどもさけよと歌って、25お記念大會の幕は閉じられた。

燈火管制のとかれた明るい光の街へ、散會した同志逹は夫々思ひ思ひに歸って行った。

(S. K.)
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☆大 で拾っ た話☆

★エスペラント50周年 第25囘日本記念大包だと云ふのに一つ、淋しいものがあった。それ 

はVortaristoであり、前型會書記長岡本好次氏の顔の見えないことであった。岡本氏は第 

8囘東京の大會から17囘17年間一回も缺かさす夫會に出席してゐるレコ三ドホールダー 

である。 今春京城に赴任されたため、あの懷しい姿を見られな力、ったことはかへすがへすも 

殘念であった。 ・ゝ :;

★«Al Ia Fratoj）＞發丧は大角の呼び物だった。ところで、學會で、大會の始まる十數日前ゝ 

三石理事と久保評議貝がこんな會話を交換してゐた。

K [Al la Fratojのレコードは何枚賣れると思ひますか」。M「サア、50枚も賣れるかな。 

50枚賣れたら大したものだ」。K「僕は100孜位はたしかに瓠lると思ひますよ詔事實はこ 

の二人の豫忍を裏切って.大會期を通じて.第一版200枚が殆ど藏切れ、纠會は追加を註文 

したと〇

★大轲に際し.日本書記エス課■第三編が新しく出版された。野原氏はOra medaloを大會・ 

て貨ふたが、一方同駅ここの活躍は靑年エスペフンチストも顏まけがする程だ。

★開會式のSalutoの際.進藤錚太郞氏力:IEしの手紙を朗!濺しようとしたら、芒:記の方でそ 

れも紛夫Lて了った〇逬陵氏浹壇に立った際"Internacia letero rerdiĝis.このことは時勢 

を潮列する興味ある出來韦だ"と語れば、一同殖る複雜した顏をする。

★第1日"の會場ではマイクロホンの設備があるために低聲の報吿.渋說でも充分き、とれて 

好評サクサク。

★大會が終ったあとで、大阪と東京其他の有志力:晚餐をともにし杯のやり取りを重ね書交をあ 

たゝめた。快談の凌.散尊。某氏の歸る先はときくと、その名は嚴搭なり0焚酒ホテル!

近衞首相演說

エス譯

今次事變に於ける日本の立場を海外の同志へ理解せしめる爲に?2議致に於ける近衛首相の 

演說がエス譯されOienta Kulturo no. 5.に揭載されてゐる力:、尙一般の希望により之を 

拔刷し希皐者へ您代配布「ることになった。（但し五部麻に送料四錢を添へること;）大いに利甩 

されたい〇

申込先 東京駒込動坂338ーー東洋文史硏究所
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全國各地報道

投爲注進:

1. H本文にて・四〇〇字詰原禽祇ニ枚以內〇

2. 締切大曲每フ15 H （15 b以後到若のものものをろ 

ことあ1））。

3. 地方竟誌を以て報道に代ふろをATo
4. 黒眞は裏に必ず何の駕臭かといふ說明記入の事〇 

富混は返送せず殺料として保存す。

宙亠 ★東京エスペラントクルーボ—— 
宋乐 1937年滾に於ける我がT.E・K・の活 

動を.我にふり返って見やう。02 017 a 
學會監斛ゝT.E.K.幹事堀眞;道氏送別き。03 
月19 H江上不二夫氏歸國歡迎含。3 }] 26 
日學會書記長岡本・次氏送別會。の7月26日 

エスペラント场表".十周年紀念I晚餐會。011 
月21,22,23日.日歩大會。これがその槪蟲 

である」.•…・

T. E. K.の活動は日本のこの種のエス運動 

の縮圖をなすものである。吾々は之に據って 

運動の全體を錢ひ知ることが出來る。

^Scienca Rondo------帝人理學阳;內S.R.は理

硏有志と提携、每遍1囘火曜午後4時半より 

理硏講堂にて绘講窗開做。用書Strindberg : 
La konscienco riproĉas.その第1囘を11月 

9 口開く。8名參加。前帝人理學部敎授現理 

硏所員淸水武雄氏も客加のはず。（MT丿 

★凌大エス都合盒——慶人エスペラント聯台 

懇戦會はI」吉エス會の司會により醫學部三H1 
會員先輩12名出席。11月26 I[说谷束橫 

グリルに於て開他。各部サ儿ートあり.今次 

大金の模像を中心に談笑、9時散會。其の後 

有志集ひ 口 峙頃迄バビラードに咤の去るの 

を知らなかった。次【也は四谷•司會卒棄印員の 

アディアウア•クンシードとする灯に決定。

（松尾）

★慶應エス會ーー礙習會I」吉支部（豫科）で 

は10対上句より初勞那習を持った。受講者 

5名、週2囘、短期講習用書を使用。口月 

に令誌アミケーツォ25サを發行。

展覽會 11ĴJ 7 U CFI）豫科祭の文化展覽 

會に參加した。レヴーオ所載の代議士と文ま 

のエスペラントに對する賛否を表示し、又世 

界地圖によって各國のUEA*IE しの會員合計 

數を現しヽ各國觀比案内書とテーフ•に依りつ 

ないだ。其他繪葉書書総:雜怎を陳列したが、 

文法の槪略を揭げれば尙良かったと思ふ。入 

場者は筝いとは言へなかっかが、徐期の効果 

は舉げたと思ふ。Smo田畑感作氏が見えら 

れたのは嬉しかった。當FJ會場内で伙際？?が 

必要か否かを投票して貰って肯定7/8を得 

た。終りにノ7會が楝々久便宜を圖って下さっ 

た事を感謝する。C小澤ノ

★き學都エス會——U ）124 ロ午後3時半 

より、信濃町病院本餡廣上喫茶店に於て例會 

を開出、浆月敎授、川上助鼓授 や;城文、學 

生4名出席、大會•の模樣をネチェスタントウ 

イに紹介後、會話會を行ひ6叮;散會。

松尾） 

磨岡 ★盛岡エス愈——io n 3 口、佐窿
n,L 1 j 忠孝氏商用のため突然滿洲に向けて 

出發。暫く潘花ノノ由,例倉は每水曜」、基礎 

讚本を中心として・專ら?・話の縛用。初等文法 

講習紐は婦人だけ每金曜I.安本乂宅で販や 

かに勉强中。50周ギ記念人會に3人位は盎 

加出來る積りでゐたところ1人は應召.1人 

は讪紡先の祁合で機を逸し止むを得ず・在 

京MER・anoj 4人に篦事を託すことに決定。 

主令 を靑森エスぬ——19月3【I本縣に
盲林 於ける最古參格ソ學會倉員七戶町の 

同志市ノ渡氏が縣病に人院されしを御見舞し 

快癒を待ってエ灭運動のために何起されんこ 

とをおり合った。◊會合一遠足冉。10月 

16日ハ甲山山腹酸湯溫泉へ5名。會話會。 

10月25 JI 5名。11月5日6名。最初ノノ行 

事としての家庭訪問を戏西（、兄弟）、北川孃、 

齋滋く兩氏）5名にて郊外に內山（姉妹）宅 

へエスペラントでなくては享け得しれぬ親睦 

の Verda atmosfero 一色〇 ◊硏究會--- 舟

藤氏中心の Analiza Hikorioは一カにして 

讃破 Sovaga Kamĉatko へ〇 Fabeloj を旣に 

終った内山〔姉妹'）は揃って有島:Deklaracio 
の研究。例會の宣運で勉显に參加された新人 

成山俊逸、四田一義、富樫良楚諸氏。戏西 

（弟）氏の一年に餘る說得八熱烈さに11本キリ 

スト敦會牧脚中山氏は遂に理解され愈々硏究 

に着手されることになった。乂氏縣让會課 

に軻ずるや事變銃後事變の本據たる同理内は 

こぞってエス語を支持するに至り凹に1〇月 

25 II Xり水野女史、林崎、小野、晴山の諸氏は 

短講書を手に課內にて熱心に講義を受けてゐ 

る。尙縣江會事業協彷發行の月報には編輯者 

水野女史の懇ひに依りエス語狀を載せたリ。 

同誌は縣內は勿論全國社會が累團帰へ配布さ 

れる由。◊け例會——u n15 口瑙進途上 

にある满森エス會、例會には期せずして集る 

者20名を越え、婦人ロンド始めての司命Q 

もとに秋元、北川阳氏のBonaranĉoに依っ 

てmonologo, kantoj硏究發表導々活潑に進
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行され殊に齋藤氏のtraduko く芥川:くもの 

糸）神氏の文法硏究はよかった。特に哀!西 

（弟）氏に從って米人H.G. ノッス先生が吾等 

のよき理解者として例令に參加親しく歡読さ 

れたことは特筆に價する〇尙例會半ばにして 

軍服の同志佐々木滋氏が偶级$場立看板を見 

て出席されたことは皆を喜ばして吳れた。同 

氏は浦和より東北帝大に學び仙臺エス會に於 

て活躍されたとかゝ當分當地聯隊に留まる見 

込で出來るだけ吾等を訪ねられると約された

青森エス會

ターい「 ★名古屋エス會一◊每遍月曜日 
石口毘 19時半より2時間如中處鐵砲町 

2 丁目白木氏方で輪讀會を續けてゐる.用書 

はZ讀本第一卷、最近の出席者は竹中、高 

松、內藤、白木・丹羽、m中.直山、村上の 

諸氏。〇10 月 20 ロ Ora Delfeno 36 號を 

發行。

犬旷 ★大阪エス觀—— U月7 FI豫吿通 
入映 り Sezona Pikniko por la lasta 
somera gekursanojを決行。前日迄續いた惡 

天候はゝ當日カラリと晴渡り氣溫殊の外暖く 

終□氣持よく郊外の新鮮な空氣と紫外線を滿 

喫した〇殊にŝindo氏のBona gvidoによ 

って陥時隱所にEsp・ Kantojnを聲:寫らかに 

獨習合唱し和やかなフンイキをタダヨワスこ 

とができた。Piedira Kurso:大阪梅田~＞山 

崎下車一寶寺f天王山-柳谷觀音t長岡天神 

T大阪梅ET僻散、Aliĝintoj:1? 人。ーー 

中等講習會:初寧满皙者諸氏の熱望にも拘は 

らず禽場をうることの困難なため遺憾乍ら未 

だ開催不能。——例會:東点民館が今那變の 

ため同關係の事業に提供されるため當分借用 

し得る見込立たず、專ら心齋擔筋平野町南入 

西側"Trapezo "（平岡コーヒーjg）にて會 

話練遡を行ふ。

★ O.S.E.釁告——每火曜日午後?畤t9時 

迄上記"Trapezo”にて幣讀斛究例會ヽティ

スト Edmondo Private " Historio de Esp' 
使用〇---- O.E.S. Komuna vespermanĝo：11
月30日。火）午後6時半から北濱2 丁目 

野村ビル5陪如水令父堂にて。會費？0錢。 

大會出席者の報吿感え雜談其他。——OE.S. 
Sezona Pikniko: Dato 12 月 5 日 C日）、Pied
ira kurso南海宮野沿線狹山寺池ハイキング 

コース、kolekti女そjoナンパ驛改札口前、kost 
65 錢〇 --- Zamenhota Festo：12 fj 15 日

（处）午後6時半からに齋潘筋戎も北へ半丁 

東側、明治製菓叹茶店3階、會費80錢。當 

「【は恒例のプログラーモ乙中に、サキニ「ポ 

ーランドに於ける世界大會に口本代表として 

參?囲途エウロ-ポを巡って來られた京都Q 

同志中原〔を迎えて愉快な且有益な視察感想 

談を加へる豫定。京阪神多數同志の參加を希 

衆すC會場Y俑の都合のため出席希望者は北 

區東梅川町ブリミヤノ、ウス内〇.E. S.宛通知 

を希ふQ

.★大牟圧エス會——大牟wエスペ 
兀年出 ラント會長植田半次氏長男凡郞君 

は今囘の事變に軍醫として充住召集を受けら 

れた。我々會員も多數驛頭に同氏の出征を華 

々しく送った。愛阈の士でまる同會長は長男 

出征に際して出征祝も心ばかりに止めHK々し 

＜せずしてその冗饗う省き金一封を當市役所 

を通じ皇軍想問金として寄附された。我々は 

同志植H1凡郞君のために武運長久を祈るもの 

である。（西察）

ナ沛 ★大連エス會一例會每適火礙19時 
フĴ, 土 より口下〃スラブ篇〃精讚。場所。

鸵徳街4 丁目59番地。シズカ醫院（宗禹 

憲氏宅［電9835。大連、伊勢町に軒を並べた 

る屋臺立食店の中央程に 〃Vanna kafo aldo 
ni kuko f,なるビラを下げたる店を現す。數 

年前電閑圖寓館の講習にも出席せられたる古 

き同志井上氏の經營になる由。豚カツ、燒息 
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も有り耶ら井上夫人が店に居られる。散步の 

節varma kafoを召上るも一興。

徐告ザ祭は12月15 fi（水）18時半滿 

鐵社員俱樂部第一集會室にて開催。五十囲年 

紀念講演〇 ”Al la fratoj のレコード演奏。 

其他。會費50錢。大連エス會乳務所、大・也 

市聖徳街四丁目59スズカ翳院内C南滿保葵 

院石崎分ー）

塞” ★奉天エス国ーー!〇 ]\ 2!日（木） 
举久19時30分より、奉天紅葉町3番 

地に新築されたD-ro A. Abeの辻齋で久々 

の集りを開いた。其夜集った者、凸平街滿逊 

建設寧務所の奉天移轉に伴い居所を奉ノね 移 

した S-ro Alima S-roj Ohana, I 6»
Kitao, Sai, Mineŝita それに D-ro Abe を加 

えて7名。尙!•席を約されながら來客とか 

でS-ro Otaniの見えなかったことは殘念だ 

った。久々の集りで次々と話がはずみ、事變 

とエスペラントの話、最近學會關係巴方々の 

中で渡滿された人がゐる筈だがそれらの人々 

の住所氏名を學會むわかってる筈だかしその 

.地方のエス會に知らして < れてもよささうだ 
との學會に對するPeto £表はした樣な話。

今は講賓會をやる樣な時期でないから・令員 

だけで硏究して內容を充實させよとの話など 

で23時すぎまで話がつきなかった。結果、 

每週木曜日19咗牛からDomo de D-ro Abe 
をkunsidejoにしてGeorgo Dandi nの硏究 

會話の練習をやることにきまった。

新聞雜誌とエス

★動物學雜誌（49卷10号!2年10月号） 

一石由明:再び朝鮮產モンシロテフの變 

異硏究（Seok, D. M.: Ankoraŭfoje pri la 
Virieco de Fieris rapae LinnĜ de Kcreujo）

★植物及動物（5卷10号!2年1J月号） 

佐藤隼夫:女川灣の熔、星虫・鯉曳虫（H・ 
Sato : Raporto pri la Echiur.dea, Sipun- 
culoidea kaj Priapuloidea en la ga'fo de 
Onagawa）

れ學新聞C12年114 21日）ーー峙節柄 

注目すべきエスペラント人會、英誥排礙と 

暹羅への友好メッセージを贈る」——火會 

に關する記事の揭載あり。

★中外日報C12年11月21H）——五I周 

年を記念し【I本S訖學僉けふから廿五囘・ 

會」——大會記事。

★北國新聞C12年11H17日----エス語 

大會で支那のデマ粉碎、帝國の感度を闡明 

金澤支部吉川氏出席。

★人阪朝日（石川版）（12年11月10H）ーー 

エスペラントで支那ノノデマ擊破、束京の第 

25囘人會に瀨川敎授が提案一記事。

★十勝每日新聞C12年10 JJ 23 ——莒

語の文化的意義一佐藤松男

★ AH本新聞C12年10月24日）——日本 

の立埸を國際孟で全阻界へエス語同盟が海 

外宜傅—記事。

★大阪朝日（石川版）（12年11月16 II） 
----エスペラントで正しい日本を宣傅、佛 

國スーダ・クルツエートの皮肉へ、敢然起つ 

た竹内薩吉さん」ーー記が。

★東奧II報02年11}\ 20日）ーエスペ 

ラント現狀に就いて——爲®藤三郞。

★中央新聞（12年10月27 H0o JK京朝日 

C12年10月25 ロ）。東京『I ロ C12年!0 
JJ 2? ロ）----エスペラント歌曲の'站選者

紀が。

★束與’報（12年10乃15 ロ）靑森工 

ス舗會記念座談會一記が。

★婦人公論C12月號）—ザメンホフ傅—— 

子供のための偉人傅、黑板勝美。非常に貴 

更な範;億も加へられてあり、ザ博士の生ひ 

立ちから、世界人戰中に取後の息を引きと 

るまでのが描かれてある。啓蒙的な近味を 

もっこ¢傳記は、これ迄エスベラントに就 

いて、從って、その作者について極く僅か 

の知識きへももってゐない人々に異常な興 

妹をよび起すであらう。

★東京毎日C12年10月23 口つ——「エスペ 

ラント語で]U界に呼びかける正義H本を認 

談せよ」——記事。

地方會機關紙その他

★Forta Voko C 北陸エス聯盟)Julio, Aŭguto 
N-ro18. jjggj 8頁。初堀者と國際通信 一 

木下保、村のおとめ——角用芳風譯。

N・!・〇.謄窈10 頁。Mia Sperto kiel Angl
lingva Instru sto------Sug?.no, Vivo de A.
〇., Tinka Rondo報吿・村のおとめ —— 

Migranto 譯。

★La Fervojisto (繊道聯盟)Nov. N-ro 73. 
活版16頁。人會豫吿。濃霧の中に秋を探 

る----- Momĉjo, Terminaro de Fervojaj
Veturiloj (21)聯盟名簿。

★H. E. L. (Hokusei Esp-ista Ligo.三庫縣;
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☆街 の 話☆

★東京朝日（12年10 JJ19日）ーー駐日暹 

線公使のミトラカーム•ラクサ氏は今度歸 

國する审となったので口外務省を訪れ既（n 
外相をはじめ河和情報部氏や前駐暹公使の 

石射東亞局長净を歴越して歸阈の挨拶を述 

べた後支那事變についてラクサ公使所感を 

洩らして『今Hの书蠻に鑑みて、是非とも 

東洋各阑の共通語を設ける必要が痛感され 

る、いはば來洋エスペラントをつくる事だ 

がそれには東洋各阈語中もっとも音菜の前 

甲・な馬來語のやうなのを用ふるのがいh 〇 

各阈とも國語がそれぞれあるのはい人が今 

日のやうに東洋の共通語として英需を用ゐ 

てゐるのは東洋の恥辱だ」とばかり滔々と 

辯•じ立てたので外相はじめ各殆那は公使の 

親日的誠盘に感激して別れを惜しんだ

★大會で既はれた寓游歌曲《Al la fratoj» 
及び《Kanto de Eligo»共にレコードに 

吹△まれて大へん好評であるがその樂諮が 

同志印刷芳久犧性的努力に依て美麗に出來 

上り大サ以來訥々巾込があるc殘部僅少に 

つき此際至急御求め下さい。各一部十錢。

★本誌十一月龌發表!- U・氏の詩«Jubilea 
Rendmonc»を同志佐族恒子孃が作曲した 

が時期切迫のため人會に間に合はず十二月 

十五LIのZ祭もビアノの設備なきため十 

二口に恕座小野ビア/でロンドハルモニー 

ア の本年度最終回に於て作曲者自身の伴奏 

で歌はれ學角側からも出席者ちり非公式な 

がら號表された。これは本誌本號に揭載し 

た〇ハ1la fratojに次いで早くも斯像な大- 

作 が終始esp-istoの手に依て完戌されたこ 

とはJubileoの好箇乙記念として窘びに堪 

えない〇

N-ro 3.腊寫版106 頁。Virino en Haven
urbo一Hukuta, Poemeto—T. K., Skrib
ajoj—Matsumoto, El Mia Vivo—Onisi, 
Detektivo Verda Frato de Pinokjo Signo 
de Aerveturilo—Kobayasi, Brua-Strato— 
Kasai, Muziko k. Vivo—Matuoka, Frato 
Akira—Higuĉi, Sonĝo de la Patrino—G. 
Os, Nebulo—Polusa Stelo, La Dua Kiso 
一Yosioka, Kamparaj Kuracistoj—G.—J., 
Kio estas Malsaĝo —Kampulo, Poemetoj: 
Toĉjo, Honto—Goto, Deveno de la Sibil- 
ISOOl.

^OJienta Kulturo （東洋文史硏究所）Nov. 
N-ro 5 ・活•版16 頁。Parolado de ĉefmin
istro Princo A. Konoe rilate al Ĉina 
Afero, Japana Ekspedicio al Ĉinujc— 
Cujubi, His*orieto  de Japana Ŝintoismo 
III—Fukuda, Skizo sur Aina Literaturo 
III—fearaŝi.

★竹屮治助氏C名古屋）1!月2日名古屋若 

宮ハ幡社にて御結婚擧式。

★下村芳司氏C名占屋）10月初旬名古屋市 

中村區橫堀町2丁冃の株式會社越工社（本 

社;）に鹿兒心より御轉勤。 ・

編輯後記

オ誌の編輯委口としての吾々の仕事は、本 

月號を以って終りを吿げた。

卽ち本年5月から12月までの8册が、吾 

々の手に依って仕上げられ、そして皆矇の御 

手許へ送くられた。

吾々は、吾々の小さな努力と就中數人の先 

輩逢ク毅切に因って.大なる誤りを起さず其 

の任を果すことを得た。

だが勿論洱々の仕上げて來た結果は、當然 

に、凡ゆる種類の批判に堪ふるものではなか 
った。 ;；:

吾々は、巒初より編輯に對して凡ゆる種類 

の批判に堪ふる如き新らたなる方針をを樹て 

ることをしなかった。隨って吾々の任務乃至 

目的は、唯て旣定の方針に準じて其の傅統を 

踏襲するといふ超めて泊桂的なものであっ 
た。 讯a
斯くて吾々は、大なる誤謬を惹き起すこと 

なく其の任務を遂厅し、LJ的にまで到透し 

た。

而して斯の事は・我が學會空爭者淫の從來 

の方針の正當なりし事實を改めて確實ならし 

めることに貢獻した。

だから吾々の仕爭の結果がラレヴオオ9エ 

ンタとエスペラントレルナントと 抱合への 
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道行を誘掖するものである答もなかった。

さて、それならばその合併なる事實は、何 

に依って說叨さるべきものでめらう?

それは全く新らたなる一つの試みとして認 

識さるべきものであり.又一而その不足せる 

勞働力------應の意味で——を斯かる形態に

據って或る程哎綏川し得るでもらうことを目 

的したであらう、他面學令nnancoをヨ・ 

リ上向けんとする一つの努力として、理解さ 

るべきものであらう。

兎も角もこの計畫の成功的遂行は、传樣の 

絕へざる、飽くまでも容赦なき徼底的な批判 

と、皆樣及び皆樣の丙園ノノ多くの末知の犬衆 

諸氏による大衆的支持によってのみ齊らされ 

得るであらう。 ］. :

斯くて、この新らたなる方針が吾々の運動 

の些さかの後退をも意味するものでなかった 

ことを證明し彳寻るものとなるであらう。

次に私は、吾々。仕上げた8册に筆を執ら 

れた全部の方々に、厚く御禮を巾述べ度く存 

じます。

殊に色々の书情で一般から多く得られなか 

った硏究記事乃至エス文記れを、發行日に差 

し迫ってそん執'卩を御願ひすること艇々に及 

んだ、私にとり恩師岡卞好次先生に深く感謝 

の意を表し度いと存じます。

また、我がR 〇.編輯部に絕へず御聲援 

賜はった小放狷二先生、川崎直一先生並びに 

三宅史平先生に厚く御絵を申述べ废く存じま 

す。

なほ・編輯委頁の一人としてゝ終始私に對 

し親切に御共働下さった先輩久保氏次郎氏に 

深く感謝の意を表し度いと存じます。

最後に私は.本誌の發行が殆んど每號のや 

うに遲くれたことを、吾々"・編辑活勤の弛緩 

を何時も斯かる形態で眾蹲してゐたことを、 

甚だ遺憾とし、同志諸氏に對し小譯ないこと 

ゝ思ってをります。だがその原囚の多くが全 

く不可避のぎ情——例へば、編斡委はの中で 

病疑になられた力があったことや、束京から 

他へ轉任になられた方があったことや、御勤 

・め先の方の仕班が甚だしく多忙になられた方 

があったこと——に因るものであったことを 

記して、改めて御許しを得たいとおもふひま 

す。 〔酒井51»)

★Revuo Orientaと「エスベラント」が1938 
年度から台併します。これは今年の8月の 

理宪評議貝合で內定したことであリますが 

大角でも小坂.三石兩理がから拔告があり 

ました。事情は本號の卷頭に小坂氏が說明 

されてをる通りであります。時局非常の折 

エスペラント辿!動も大いに冗實を節約し、 

最髙の能率を上げるためにもゝRevuoと 

「エスペラント」を介併することが有利で 

す。卽ち合併によって二つ。雜誌を出す费 

用が一つで濟みますし、％岡本書記長が退 

做された後は、學會7・勞力も不足勝なので 

こ刀際合併により、私達Revuoの編輯に 

携ってゐた者が.新しい“Revuo Orienta" 
に助力し.そのため三宅氏も新しい“エス 

ペラント”の編輯勞力が減ぜられませう。 

三宅氏や私逹が合併によって得たenergio, 
時間は出來るだけ學會としてなすべき他の 

仕爭・例へば單行本の發行等にふり向けら 

れるべきです。そうしてこそ、この合併が 

意義を增すわけです。

★今年の3丿］まで書世長の職にあった岡本氏 

が、本誌の編輯一切をやってをられたのが 

急に京城の力へ行かれることになりました 

ことは、同志諸君の御承知の•通りです。岡 

本氏が學倉を去られた後・本誌え編輯は評 

議員の手によって遂けされ得るだらうとい 

ふ豫測はありました。しかし實際になって 

みるど、4 nio『［に私連の期待をかけて 

ゐた大木克匕氏が、突然ハルビンに赴かれ 

14日の朝には、これ乂約ニケ年最も献身的 

に學會の仕事を助けられた减田氏が病を得 

て北海道へ去って了ふといふ狀態に立ち到 

ったのです。

★そこで評議貝會が開かれ、露木、靑木、渡 

部、酒井、久保の5人が編懈を分擔して引 

受け主した。5,6,7位までは月二囘ん編禪 

會議もどうにか開かれましたが、私などは 

餘り勤勉ではありませんでじた。その中.

9 JJになりますと渡部氏が東京を離れて就 

職,多忙になり、露木氏も托勤めの方が忙し 

い上に・過勞で健於がすぐれないので.私 

達の方から充分靜養を,ることをおす人め 

し、靑木氏は公務多忙で、9リ號の如きは口 

を患った洒井民が一人で、校了の赤ペンを 

握るやうな狀態でありました。!0,11,12月 

號は酒井氏と私と二人でどうにかやって來 

ました。そしてこれが私逹の編悔する最後 

の Revuo Orienta です〇

★來年からは三宅氏が責任輯幢者となって私 

達はそのhebntoになります。

★光輝あるRevuo Orientaの編輯に暂くの 

間とは云へ從恭したことは私逹の光菜だと
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大會が終って、ひといきついたとき、成田艮r孃わなくなった知らせを受取った。成田孃は・ 

4月まで・學會で働いてゐた事務員である。毎月、10日から13日くらゐのあひだに、ひま 

をみて、病院へ見まひに行くことにしてゐたのが、11月は.大诃の準備のため、行けなかっ 

た、その13日のことであったといふ。24歳であった。

おととしの4月から動め、去年の1月にいちど退いて、おなじ4月から、ふたたび働いてゐ 

た。

美しく、まじめで・勝氣で、それでゐて、しとやかな.そして、恸巧な、それらの性格の、 

よい半面だ;ナを活かして、よく働く人であった。頭も、女にはめづらしく.事務的に働いた。

有給の女事伤貝を、はじめて入れたのが.昭和9年7月。新置廣吿で來た、最初の人、五十 

嵐つる子孃几 すばらしくすぐれた人であったので、わかい女离務員に多くを期待したわれわ 

れは、その人が、あくる年4月.病氣で急に退いたとき（去年.たうとうなくなったとのこと人 

まったくまごついた。

新聞廣吿であつまった數十人のなかから選りすぐった候補持4人、どれも役に立たなくて.

盛吿をしなほし.こんど第一に採用したの力:成川 であった。この人力;、去年の1月.病氣で

退いたときも、4月までのあひだに、5人くらゐ變った。さうかうするうち.この人が全快し 

たので、また來ていただいたのであった。

また病氣でもされては対る、無理をしないやうにと■やかましく言ってゐたが.もちまへの 

勝氣と、そして、われ2つれのesperantistecoに對する理解とから、時間外まで働くことがし 

ぱしばあった。

もともと、あまり丈夫でないからだに、それらの無理が战ったせいもあらうか.この4月 

急にわるくなり、學會を退いて、療養所にはいった。そしてそこで若い生命を終へたのであっ 

た。

勤めな力:ら、學會の講習會に加はり、エスペラントを學んだ。技術的には、まだ、esperan

tistino といふほどにはゆかなかったかも％Uもない。しかし、單なる迩め以上の.仕事に對す 

るまじめさから言って.精神的に、1人の無名戰士として.その靈には花朿力捧げられるべき 

である。 （Mぶ・）

思ひます。しかし乍ら不充分な編輯で同志 

諸君の期待に添ひ得なかったこと數多いこ 

とを認めます。

★歷史的な年1937年を終へ、38年を迎へま 

す。私達は、エスペラントをちくまでも離 

さずに、この國際語文化"擴充に努めませ 

う。一つの人きな建築物には優れた設計が 

必要であり、又一方現場で一枚”板をけづ 

一本の釘を打つ一人一人/職人の小さ 

な勞力が積り積って始めて完成されます。 

その忍耐力は蟻や蜜蜂ンノ孜々として働 < の 

にも似て、たゆむところがありません。私 

逹もよい運動の方針、根本を設計すると同 

時に每丨1の・一步一步の小さな建設の仕事 

にあきるやうなことがあってはならないと 

思ひます。

各地同志の御童闘を祈ります。（久侏）
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